
1 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
社会構造の変化を反映し医療・介護分野の施策立案に効果的に活用し得る
国際統計分類の開発に関する研究

今村　知明 教授 公立大学法人奈良県立医科大学

2 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
公私年金の連携に注目した私的年金の普及と持続可能性に関する国際比較
とエビデンスに基づく産学官の横断的研究

中嶋　邦夫 主任研究員 株式会社ニッセイ基礎研究所

3 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
児童虐待対策における行政・医療・刑事司法の連携推進のための協同面
接・系統的全身診察の実態調査及び虐待による乳幼児頭部外傷の立証に関
する研究

山田　不二子 非常勤講師 東京医科歯科大学

4 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
児童虐待対応におけるリスクアセスメントのためのデータ収集基盤構築と
AI を活用したリスク評価に向けた研究

高岡　昂太 研究員
国立研究開発法人産業技術総合研
究所

5 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
国際的・地域的視野から見た少子化・高齢化の新潮流に対応した人口分
析・将来推計とその応用に関する研究

小池　司朗 部長 国立社会保障・人口問題研究所

6 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
地域の実情に応じた自殺対策推進のための包括的支援モデルの構築と展開
方策に関する研究

本橋　豊 センター長
国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所

7 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 外国人患者の受入環境整備に関する研究 北川　雄光 教授 慶應義塾大学

8 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
診断群分類を用いた急性期等の入院医療の評価とデータベース利活用に関
する研究

伏見　清秀 教授 東京医科歯科大学大学院

9 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
学校の療養生活の場における医療的ケア児への質の高い医療的ケアの提供
に資する研究

田村　正德 特任教授 埼玉医科大学総合医療センター
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10 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
急性期の入院患者に対する医療・看護の必要性と職員配置等の指標の開発
に係る研究

松田　晋哉 教授 産業医科大学

11 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
ナショナルデータベース(NDB）データ分析における病名決定ロジック作成
のための研究

満武　巨裕
研究副部長・
主席研究員

医療経済研究・社会保険福祉協会
医療経済研究機構

12 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 高齢期を中心とした生活・就労の実態調査 山田　篤裕 教授 慶應義塾大学

13 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
保健医療福祉資格に共通して求められるコンピテンシーの検証と教育カリ
キュラムの構築に関する研究

堀田　聰子 教授 慶應義塾大学大学院

14 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
大規模データを用いた漢方製剤のアウトカム評価および費用分析に関する
研究

康永　秀生 教授 東京大学大学院

15 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 医師の専門性を考慮した勤務実態を踏まえた需給等に関する研究 小池　創一 教授 自治医科大学

16 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
新しいチーム医療等における医療・介護従事者の適切な役割分担について
の研究

今村　知明 教授 公立大学法人奈良県立医科大学

17 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
医薬品・医療機器等の費用対効果評価における公的分析と公的意思決定方
法に関する研究

福田　敬 センター長 国立保健医療科学院

18 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 公的医療保険における医療技術の評価に関する研究 岩中　督 名誉教授 東京大学医学部附属病院

19 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
医療・介護のデータの利活用の推進のための、NDB・介護DBの連結可能性
および活用可能性の評価に関する研究

加藤　源太 准教授 京都大学医学部附属病院

20 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
診療現場の実態に即した医療ビッグデータ（NDB等）の解析の精度向上及
び高速化を可能にするための人材育成プログラムの実践と向上に関する研
究

康永　秀生 教授 東京大学大学院
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21 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
住民主体の共生型地域づくり及びその社会的価値の見える化と地域マネジ
メントに関する研究

堀田　聰子 教授 慶應義塾大学大学院

22
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

機械学習を活用した診療情報の体系的な把握・分析に基づく、疾患との新
たな関連性を発見するための研究

金谷　泰宏 教授 東海大学

23
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

ビッグデータからの機械学習による前立腺癌小線源療法の予後予測法の開
発と均てん化への応用

中村　和正 教授 浜松医科大学

24
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

電子カルテと連携する音声認識システムのニーズ把握及び音声認識システ
ムに用いられる医療用語辞書の編纂に関する研究

野田　和敬 助教 国立大学法人千葉大学

25
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

人工知能を活用した副作用症例報告の評価支援の基盤整備と試行的評価 今任　拓也 主任研究官 国立医薬品食品衛生研究所

26
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

小児領域の医薬品の適正使用推進のための人工知能を用いた医療情報デー
タベースの利活用に関する研究

栗山　猛 室長
国立研究開発法人国立成育医療研
究センター

27
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

介護施設入居高齢者等の疾病の早期発見・重症化予防をＡＩを活用して行
う実証研究

今中　雄一 教授 京都大学

28
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

AI遠隔健康モニタリングシステム「まいにち安診ネット」を用いて介護施
設等に入居する高齢者等の疾病の早期発見・重症化予防を行う実証研究

前田　俊輔
プロジェクト
リーダー

芙蓉開発株式会社

29
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

ロボット型内視鏡操作支援システムのAIによる高度化と各種医療機器統合
インターフェースとしての展開

江口 晋 教授 国立大学法人長崎大学

30
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

ＡＩ技術を用いた手術支援システムの基盤を確立するための研究 村垣 善浩 教授 東京女子医科大学

31
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

医療現場のAI実装に向けた諸外国における保健医療分野のAI開発及びその
利活用状況等についての調査研究

東條　有伸 教授
国立大学法人東京大学医科学研究
所
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32
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

ICTを活用した医師に対する支援方策の策定のための研究 上家　和子 参与 公益社団法人日本医師会

33
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

卒前・卒後のコンピテンシー獲得に至る多様なプロセスを支援する多面的
な評価情報が集約化されたダイナミックシラバスの開発とその効果検証に
関する研究

岡崎　仁昭 教授 自治医科大学

34
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

ICTを活用した卒前・卒後のシームレスな医学教育の支援方策の策定のた
めの研究

門田　守人 会長 一般社団法人日本医学会連合

35
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

レセプトデータベースにおける健康寿命を規定する重症イベント精密捕捉
技術の確立・正確性検証とその社会実装を通じたEBMと政策立案に貢献で
きるエビデンス創出

曽根　博仁 教授 国立大学法人新潟大学

36
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

ICT・AI技術を活用した医療情報・ビッグデータ（腎臓病データベース）
解析技術の開発と医療の質向上への貢献

柏原　直樹 教授
学校法人川崎学園
川崎医科大学

37
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

Precision medicineの確立に資する統合医療データベースの利活用に関す
る研究

飯原　弘二 教授 国立大学法人九州大学

38
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

多施設SS-MIX2標準化データベースからの臨床的表現型クラスタリングと
その臨床エビデンス創出手法の開発研究

大江　和彦 教授 国立大学法人東京大学

39
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

日本の集中治療臨床情報を基盤として人工知能を用いた本邦発の重症度予
測モデルの開発とパネルデータ活用環境の醸成

大嶽　浩司 教授 昭和大学

40
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

新薬創出を加速する症例データベースの構築・拡充/創薬ターゲット推定
アルゴリズムの開発

国立研究開発法人
医薬基盤・健康・
栄養研究所

- -

41
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

糖尿病個別化予防を加速するマイクロバイオーム解析AIの開発
国立研究開発法人
医薬基盤・健康・
栄養研究所

- -

42
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

認知症に関与するマイクロバイオーム・バイオマーカー解析 山本　万里
ヘルスケア創
出研究統括監

国立研究開発法人　農業・食品産
業技術総合研究機構
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43
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業）

次世代バイオデータ基盤の構築に向けたデータ連携の概念実証 寳澤　篤 教授 国立大学法人東北大学

44
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

死亡・死因に関する情報の収集とその流れおよびデータ分析に関する国際
比較

木下　博之 教授 香川大学

45
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

医療・介護連携を促進するための国際生活機能分類を用いた評価と情報共
有の仕組みの構築

向野　雅彦 准教授 藤田医科大学

46
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

我が国における望ましい医療・介護提供体制の在り方に関する保健医療
データベースのリンケージを活用した課題の提示と実証研究

高久　玲音 准教授
一橋大学
国際・公共政策大学院

47
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

リンケージデータだからこそ示すことのできる要介護発生前から死亡まで
の軌跡―要介護発生の背景、医療介護費用に着目して

伊藤　智子 助教 筑波大学

48
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

保健・医療関連行為に関する国際分類の我が国への適用のための研究 川瀬　弘一 教授 聖マリアンナ医科大学

49
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

わが国におけるICD-11 コーディング導入に関する問題点の抽出と解決及
び先進国における疾病統計に係る情報分析

末永　裕之 副会長 一般社団法人日本病院会

50
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

死因統計の精度及び効率性の向上に資する機械学習の検討に関する研究 今井　健 准教授
東京大学
大学院

51
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

NDB データから患者調査各項目及びOECD 医療の質指標を導くためのアル
ゴリズム開発にかかる研究

加藤　源太 准教授 京都大学医学部附属病院

52 倫理的法的社会的課題研究事業
医療におけるＡＩ関連技術の利活用に伴う倫理的・法的・社会的課題の研
究

井上　悠輔 准教授 東京大学　医科学研究所

53 厚生労働科学特別研究事業 看護師と看護補助者の協働の推進に向けた実態調査研究 坂本　すが 副学長 東京医療保健大学
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54 厚生労働科学特別研究事業
看護職等が受ける暴力・ハラスメントに対する実態調査と対応策検討に向けた
研究

三木　明子 教授 関西医科大学

55 厚生労働科学特別研究事業
歯科医師の勤務状況とナショナルデータベースに基づく歯科医療提供状況調
査研究

三浦　宏子 部長 国立保健医療科学院

56 厚生労働科学特別研究事業
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進のための後期高齢者の質問
票活用に向けた研究

津下　一代 センター長
公益財団法人　愛知県健康づくり振
興事業団

57 厚生労働科学特別研究事業 ワクチン接種後の有害事象報告の収集・評価の新たな基盤整備のための研究 多屋　馨子 室長 国立感染症研究所

58 厚生労働科学特別研究事業
医療的ケア児等コーディネーターに必要な基礎的知識の可視化及び研修プロ
グラム確立についての研究

谷口　由紀子 助手 淑徳大学

59 厚生労働科学特別研究事業
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等に向けた包括的なCBRNEテロ対
応能力構築のための研究

小井土 雄一 部長
独立行政法人国立病院機構災害医
療センター

60 厚生労働科学特別研究事業
厚生労働分野のオープンサイエンス推進に向けたデータポリシー策定に資する
研究

木村　映善 統括研究官 国立保健医療科学院

61 厚生労働科学特別研究事業 総括製造販売責任者の選任に関する例外規定を定めるための研究 亀井　美和子 教授 日本大学

62 厚生労働科学特別研究事業
レセプト情報をAIで類型化することによる医療費の分析及び利活用方策の検討
のための研究

藤森　研司 教授 東北大学

63 厚生労働科学特別研究事業
諸外国におけるゲノム編集技術等を用いたヒト胚の取扱いに係わる法制度や
最新の動向調査及びあるべき日本の公的規制についての研究

加藤　和人 教授 大阪大学

64 厚生労働科学特別研究事業
国際動向分析による、我が国のがん研究・医療における全ゲノム解析等の基
盤整備および運用を提言するための研究

鈴木　達也 外来医長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター
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65 厚生労働科学特別研究事業 美容医療における合併症の実態調査と診療指針の作成 大慈弥　裕之 教授 福岡大学

66 厚生労働科学特別研究事業 看護職員のなりすまし防止に資するデータ活用法の構築 前田　樹海 教授 東京有明医療大学

67 厚生労働科学特別研究事業 多能性幹細胞等を用いた再生医療等提供計画の議論に係る研究 福井　次矢 院長 聖路加国際大学

68 厚生労働科学特別研究事業 健康増進のための住環境についての研究 林　基哉 統括研究官 国立保健医療科学院

69 厚生労働科学特別研究事業 医薬品評価情報作成システムの有用性評価研究 鹿野　真弓 教授 東京理科大学

70 厚生労働科学特別研究事業 パクリタクセルを用いた末梢血管治療デバイスの長期的安全性に関する研究 中村　正人 教授 東邦大学

71 厚生労働科学特別研究事業
２０４０年を念頭に置いたロボット・AI等による医療福祉分野におけるイノベー
ション創出に向けた研究

本田　幸夫 教授 大阪工業大学

72 厚生労働科学特別研究事業 就労に関するアセスメントツールや手法の活用実態と課題についての研究 前原　和明 准教授 秋田大学

73 厚生労働科学特別研究事業
ナショナルビッグデータを用いた新専門医制度の地域外科医療に及ぼす影響
の評価研究

藤原　俊義 理事 一般社団法人　日本外科学会

74 厚生労働科学特別研究事業 認知症施策推進大綱に基づく取組の評価方法検討に向けた研究 粟田　主一 研究部長
地方独立行政法人東京都健康長寿
医療センター

75 厚生労働科学特別研究事業
サブスペシャルティ領域専門医の必要医師数と専門医制度における養成数の
検討

寺本　民生 理事長 一般社団法人　日本専門医機構
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76 厚生労働科学特別研究事業
一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性の実態把握と適切な
販売のための研究

嶋根　卓也 室長
国立研究開発法人　国立精神・神経
医療研究センター

77 厚生労働科学特別研究事業
健康寿命の延伸に向けた地域保健と職域保健の連携に資するデータ項目及び
分析方法の明確化のための研究

加藤　源太
准教授
副センター長

京都大学医学部附属病院

78 厚生労働科学特別研究事業 諸外国の予防接種制度に関する研究 神谷　元 主任研究官 国立感染症研究所

79 厚生労働科学特別研究事業 循環器病の診療情報収集・活用のための登録様式等の詳細に係る研究 望月　直樹 所長
国立研究開発法人国立循環器病研
究センター

80 厚生労働科学特別研究事業
EU向け輸出二枚貝の海域指定及びモニタリング計画作成の加速化のための
調査研究

鈴木　敏之
研究センター
長

国立研究開発法人 水産研究・教育
機構

81 厚生労働科学特別研究事業 子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究 植田　誠治 教授 聖心女子大学

82 厚生労働科学特別研究事業 医療・福祉専門職種のマンパワー推計と人材確保のための研究 山本　克也 部長 国立社会保障・人口問題研究所

83 厚生労働科学特別研究事業 輸出先国のリスク管理に対応した残留農薬データ等の補完のための研究 渡邉　敬浩 室長 国立医薬品食品衛生研究所

84 厚生労働科学特別研究事業 災害時における在宅療養患者の安全確保のための調査 山中　崇 特任准教授 東京大学

85 厚生労働科学特別研究事業 世帯構造の変化が社会保障に与える影響の分析研究 泉田　信行 部長 国立社会保障・人口問題研究所

86 厚生労働科学特別研究事業 医療機関の医師の労働時間短縮の取組状況の評価に関する研究 裵　英洙 特任教授 慶應義塾大学
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87 厚生労働科学特別研究事業
麻酔を実施する施設における、麻酔科専門医と麻酔科標榜医（非専門医）の間
でのタスクシェアリングに資する研究

小板橋　俊哉 教授 東京歯科大学市川総合病院

88 厚生労働科学特別研究事業
東京地下鉄サリン事件におけるカルテ等の救護・医療対応記録のアーカイブ化
のための研究

奥村　徹
理事
メディカルディ
レクター

公益財団法人　日本中毒情報セン
ター

89 厚生労働科学特別研究事業 催奇形性物質に係る雄性生殖を介した新規発生毒性評価法の開発 桒形　麻樹子 室長 国立医薬品食品衛生研究所

90 厚生労働科学特別研究事業
再生医療等安全性確保法における原料及び細胞加工物の保管に関する管理
基準の策定に資する研究

飛田　護邦 准教授 順天堂大学

91
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究
事業

日本の高齢化対策の国際発信に関する研究 近藤　尚己 准教授 国立大学法人東京大学大学院

92
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究
事業

我が国の世界保健総会等における効果的なプレゼンスの確立に関する研究 渋谷　健司 客員研究員 国立大学法人東京大学大学院

93
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究
事業

各国の国際保健政策の分析を踏まえた、日本の国際保健分野への戦略的・効
果的な介入の開発研究

渋谷　健司 客員研究員 国立大学法人東京大学大学院

94
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究
事業

東アジア・ASEAN諸国におけるUHCに資する人口統計システムの整備・改善に
関する総合的研究

鈴木　透 副所長 国立社会保障・人口問題研究所

95
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究
事業

「保健関連の持続可能な開発のための2030アジェンダ」の促進を目標とした途
上国における三大感染症対策の戦略提言のための研究

蜂矢　正彦 課長
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

96
地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究
事業

国外の健康危機発生時に対応できる人材に必要なコンピテンシーの分析及び
人材を増強するための研修プログラムの開発のための研究

大曲　貴夫 センター長
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

97
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

乳幼児突然死症候群(SIDS)を含む睡眠中の乳幼児死亡を予防するための効
果的な施策に関する研究

戸苅　創 学院長 学校法人金城学院大学
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98
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

出生前診断実施時の遺伝カウンセリング体制の構築に関する研究 小西　郁生 名誉教授 京都大学大学院

99
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイドの開発に関する研
究

石川　みどり
上席主任研究
官

国立保健医療科学院

100
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

健やかな親子関係を確立するためのプログラムの開発と有効性の評価に関
する研究

立花　良之 医長 国立成育医療研究センター

101
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

親子の心の診療を実施するための人材育成方法と診療ガイドライン・保健
指導プログラムの作成に関する研究

永光　信一郎 准教授 久留米大学

102
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

子育て世代包括支援センターの全国展開に向けた体制構築のための研究 佐藤　拓代
母子保健調査
室長

地方独立行政法人大阪府立病院機
構大阪母子医療センター

103
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

新生児マススクリーニング検査に関する疫学的・医療経済学的研究 但馬　剛 室長 国立成育医療研究センター

104
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

乳幼児健康診査に関する疫学的・医療経済学的検討に関する研究 山崎　嘉久 センター長 あいち小児保健医療総合センター

105
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

HTLV-1母子感染予防に関するエビデンス創出のための研究 板橋　家頭夫 教授 昭和大学

106
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

産婦死亡に関する情報の管理体制の構築及び予防介入の展開に向けた研究 池田　智明 教授 国立大学法人三重大学

107
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究 前田　恵理 講師 国立大学法人秋田大学

108
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

社会的ハイリスク妊婦の把握と切れ目のない支援のための保健・医療連携シ
ステム構築に関する研究

光田　信明 副院長
地方独立行政法人
大阪府立病院機構
大阪母子医療センター
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109
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

身体的・精神的・社会的（biopshychosocial)に健やかな子どもの発育を促すた
めの切れ目のない保健・医療体制提供のための研究

岡　明 教授 国立大学法人東京大学

110
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

妊娠初期の感染性疾患スクリーニングが母子の長期健康保持増進に及ぼす影
響に関する研究

宮城　悦子 教授 横浜市立大学

111
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

配偶子凍結および胚凍結を利用する生殖医療技術の安全性と情報提供体制
の拡充に関する研究

苛原　稔 教授 国立大学法人徳島大学

112
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

新たなソーシャルキャピタルを醸成しつつ母子の健康向上に寄与する情報発
信手法の開発

上田　豊 講師 国立大学法人大阪大学

113
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

乳幼児の身体発育及び健康度に関する調査実施手法及び評価に関する研究 横山　徹爾 部長 国立保健医療科学院

114
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

母子保健情報と学校保健情報を連係した情報の活用に向けた研究 栗山 進一 教授 国立大学法人東北大学

115
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

わが国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度を確立するための研究 沼口　敦 病院助教 国立大学法人名古屋大学

116
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

母子保健情報を活用した「健やか親子２１(第２次)」の推進に向けた研究 山縣 然太朗 教授 国立大学法人山梨大学

117
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

医学的適応による生殖機能維持の支援と普及に向けた総合的研究 大須賀 穣 教授 国立大学法人東京大学

118
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

思春期のレジリエンス向上のための科学的論拠に基づいた包括的介入プログ
ラムの作成

岡田 直大 助教 国立大学法人東京大学

119
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

児童福祉施設における栄養管理のための研究 村山　伸子 教授 新潟県立大学
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120
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育
成総合研究事業）

災害に対応した母子保健サービス向上のための研究 小枝　達也 統括部長
国立研究開発法人国立成育医療研
究センター

121 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
科学的根拠に基づくがん種別・年代別検診手法の受診者にわかりやすい勧
奨方法の開発に関する研究

中山　富雄 部長 国立がん研究センター

122 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
小児期に発症する遺伝性腫瘍に対するがんゲノム医療体制実装のための研
究

熊本　忠史 医長 国立がん研究センター

123 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
ゲノム情報を活用した遺伝性乳癌卵巣癌診療の標準化と先制医療実装にむ
けたエビデンス構築に関する研究

櫻井　晃洋 教授 札幌医科大学

124 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
生活・療養環境による要望特性に応じたがん情報提供・相談支援体制の在
り方：地域ニーズの検証と活性化人材の育成と普及

藤　也寸志 院長 国立病院機構九州がんセンター

125 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
将来に亘って持続可能ながん情報提供と相談支援の体制の確立に関する研
究

高山　智子 部長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

126 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） 小児甲状腺がんにおける情報提供と相談支援の体制構築のための研究 鈴木　眞一 教授 公立大学法人福島県立医科大学

127 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
小児がん拠点病院等の連携による移行期を含めた小児がん医療提供体制整
備に関する研究

松本　公一 センター長
国立研究開発法人国立成育医療研
究センター

128 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
小児・AYA世代がん患者のサバイバーシップ向上を志向した妊孕性温存に
関する心理支援体制の均てん化に向けた臨床研究

鈴木　直 教授 聖マリアンナ医科大学

129 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
がんの医療提供体制および医療品質の国際比較：高齢者がん医療の質向上
に向けた医療体制の整備

丸橋　繁 教授 公立大学法人　福島県立医科大学

130 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
高齢者のがん医療の質の向上に資する簡便で効果的な意思決定支援プログ
ラムの開発に関する研究

小川　朝生 分野長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター
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131 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） がん患者の就労継続及び職場復帰に資する研究 若尾　文彦 センター長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

132 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） がん患者の就労継続及び職場復帰に資する研究 遠藤　源樹 准教授 順天堂大学

133 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） 希少癌診療ガイドラインの作成を通した医療提供体制の質向上 小寺　泰弘 教授 名古屋大学

134 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） 希少がんの病理診断と診療体制の実態とあり方に関する研究 西田　俊朗 病院長 国立がん研究センター

135 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
都道府県がん登録の全国集計データと診療情報等との併用・突合によるが
ん統計整備及び活用促進の研究

松田　智大 室長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

136 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
抗がん剤治療中止時の医療従事者によるがん患者の意思決定支援プログラ
ムの開発

内富　庸介 部門長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

137 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
質の高い消化器がん診療の均てん化を目指した、専門医制度の評価・育成
プログラム構築システムの開発

今野　弘之 学長 国立大学法人　浜松医科大学

138 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
がん患者の健康増進および患者と家族の社会的問題の解決に資する乳がん
サバイバーシップコホート研究

山本　精一郎 特任研究部長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

139 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） がん対策の進捗管理のための指標と測定の継続的な発展に向けた研究 東　尚弘 センター長 国立がん研究センター

140 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
「全国の医療機関における緩和ケアの実施状況と医療従事者（医師・看護
師）調査に基づくがん緩和ケアの推進に関する研究」

加藤　雅志 部長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

141 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） がんと診断された時からの緩和ケアの推進に関する研究 武藤　学 教授 京都大学
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142 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
地域包括ケアにおけるがん診療連携体制の構築に資する医療連携と機能分
化に関する研究

松本　禎久 科長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

143 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
生まれ年度による罹患リスクに基づいた実効性のある子宮頸癌予防法の確
立に向けた研究

上田　豊 講師 国立大学法人　大阪大学

144 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
環境要因・遺伝要因との統合解析による肺がん罹患リスクの検証と能動・
受動喫煙に関する行動変容に資するエビデンスの構築

河野　隆志 分野長 国立がん研究センター

145 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
がん患者に対するアピアランスケアの均てん化と指導者教育プログラムの
構築に向けた研究

野澤　桂子 センター長 国立がん研究センター

146 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
思春期・若年成人（AYA）世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関
する研究

清水　千佳子 診療科長
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

147 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） がん検診の適切な把握法及び精度管理手法の開発に関する研究 高橋　宏和 室長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

148 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） 全国がん登録とがん検診のリンケージによるがん検診勧奨 成松　宏人 部長 神奈川県立がんセンター

149 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） 科学的根拠に基づいたがん免疫療法の評価とPublicity 河野　浩二 主任教授 公立大学法人　福島県立医科大学

150 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） WHOの自殺予防戦略に基づくがん患者自殺予防プログラムの開発 松岡　豊 部長
国立研究開発法人　国立がん研究
センター

151 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
精神障害患者の低いがん検診受診率を向上させる勧奨法の開発および標準
的ながん治療・ケアへのアクセスを改善するための課題の把握と連携を促
進する仕組みの構築

稲垣　正俊 教授 国立大学法人　島根大学

152 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） 高齢者がん診療指針策定に必要な基盤整備に関する研究 田村　和夫 教授 福岡大学
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153 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
３学会合同「がんゲノムネット」を用いた、国民への「がんゲノム医療」
に関する教育と正しい情報伝達に関する研究

田村　研治 科長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

154 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
がん診療連携拠点病院等における医療提供体制の均てん化のための評価に
既存資料を活用する

宮代　勲 所長
地方独立行政法人大阪府立病院機
構大阪国際がんセンター

155 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
がんリハビテーションの均てん化に資する効果的な研修プログラム策定の
ための研究

辻　哲也 准教授 慶應義塾大学

156 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイ
ダンスの改訂のための研究

土原　一哉 分野長
国立研究開発法人　国立がん研究
センター

157 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
全国がん登録情報で得られる乳がん・卵巣がん・子宮体がんの発症率と胚
細胞系列変異との統合解析による累積リスク評価系の構築

白石　航也 ユニット長
国立研究開発法人　国立がん研究
センター

158 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） パートナーシップでつくるがん統計情報の国民への還元方法に関する研究 伊藤　ゆり 准教授 大阪医科大学

159 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
全国がん登録の利活用に向けた学会研究体制の整備とその試行、 臨床
データベースに基づく臨床研究の推進、及び国民への研究情報提供の在り
方に関する研究

平田　公一 名誉教授
北海道公立大学法人　札幌医科大
学

160 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
職域がん検診における精度管理指標の測定・基準値設定と新指標測定法の
開発・実用化に関する研究

祖父江　友孝 教授 国立大学法人　大阪大学

161 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
わが国の子宮頸がん検診におけるHPV検査導入の問題点と具体的な運用方
法の検討

青木　大輔 教授 慶應義塾大学

162 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究 大江　裕一郎 副院長
国立研究開発法人　国立がん研究
センター

163 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく複数の標的治療
に関する患者申出療養

山本　昇 科長
国立研究開発法人　国立がん研究
センター
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164 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
実地臨床における支持療法の実装実態及び普及阻害/促進要因に関する研
究

全田　貞幹 医長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

165 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） がん治療における緩和的放射線治療の評価と普及啓発のための研究 茂松　直之 教授 慶應義塾大学

166 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
がん患者の療養生活の最終段階における体系的な苦痛緩和法の構築に関す
る研究

里見　絵理子 科長
国立研究開発法人　国立がん研究
センター

167 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
AYA世代がん患者に対する精神心理的支援プログラムおよび高校教育の提
供方法の開発と実用化に関する研究

堀部　敬三 上席研究員
独立行政法人国立病院機構名古屋
医療センター

168 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） がん患者の家族・遺族に対する効果的な精神心理的支援法の開発研究 明智　龍男 教授 名古屋市立大学大学院

169 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） 小児がん患者に対する在宅医療の実態とあり方に関する研究 大隅　朋生 医長
国立研究開発法人　国立成育医療
研究センター

170 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）
がん・生殖医療連携ネットワークの全国展開と小児・ＡＹＡ世代がん患者
に対する妊孕性温存の診療体制の均てん化にむけた臨床研究―がん医療の
充実を志向して

鈴木　直 教諭 聖マリアンナ医科大学

171 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） ATL/HTLV-1キャリア診療中核施設群の構築によるATLコホート研究 内丸　薫 教授 国立大学法人東京大学

172 がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業） 乳がん検診の適切な情報提供に関する研究 笠原　善郎 副院長 福井県済生会病院

173 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 市民によるAEDのさらなる使用促進とAED関連情報の取扱いについての研究 坂本　哲也 教授 帝京大学

174 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
生涯にわたる循環器疾患の個人リスクおよび集団のリスク評価ツールの開
発を目的とした大規模コホート統合研究

岡村　智教 教授 慶應義塾大学
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175 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究 門脇　孝 特任研究員 東京大学

176 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 慢性期における脳卒中を含む循環器病診療の質の評価に関する研究 安田　聡 副院長 国立循環器病研究センター病院

177 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
国民健康・栄養調査結果を用いた栄養素及び食品の摂取状況の適切性の評
価に関する研究

横山　徹爾 部長 国立保健医療科学院

178 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 地域・職域連携の推進による生活習慣病予防等に関する研究 荒木田 美香子 教授 国際医療福祉大学

179 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方
法の開発に関する研究

尾崎　米厚 教授 鳥取大学

180 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
健康増進施設の現状把握と標準的な運動指導プログラムの開発および効果
検証と普及促進

澤田 亨 教授 早稲田大学

181 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 脳卒中の急性期診療体制における施設間連携体制構築のための研究 坂井　信幸 部長
地方独立行政法人神戸市民病院機
構　神戸市立医療センター中央市
民病院

182 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
地域におけるかかりつけ医等を中心とした心不全の診療提供体制構築のた
めの研究

磯部　光章 院長
公益財団法人日本心臓血圧研究振
興会附属榊原記念病院

183 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証と重症化予防のさらなる展
開を目指した研究

津下　一代 センター長
公益財団法人愛知県健康づくり振
興事業団

184 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
社会経済格差による生活習慣課題への対応方策立案に向けた社会福祉・疫
学的研究

近藤　克則 部長
国立研究開発法人国立長寿医療研
究センター

185 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
地域における循環器疾患発症及び重症化予防に対する取組の推進のための
研究

宮本　恵宏 部長
国立研究開発法人国立循環器病研
究センター
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186 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
健診結果等を個人を軸に集積し自らの健康管理に活用できるシステムの構
築とその利活用に関する実証研究

松村　泰志 教授 国立大学法人　大阪大学

187 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病を予防するための情報通信技術を活用し
た保健指導プログラム及びその実践のための手引きの作成と検証

春山　早苗 教授 自治医科大学

188 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
地域高齢者の市販弁当等の購買状況を踏まえた適切な食事の普及啓発のた
めの研究

本川　佳子 研究員
地方独立行政法人東京都健康長寿
医療センター

189 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
歯科口腔保健の新たな評価方法・評価指標の開発のための調査研究　 ～
我が国の歯科健康格差縮小への ヘルスサービスリサーチ～

田宮　菜奈子 教授 国立大学法人　筑波大学

190 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
循環器病の医療体制構築に資する自治体が利活用可能な指標等を作成する
ための研究

今村　知明 教授 公立大学法人奈良県立医科大学

191 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
大規模レジストリ・大規模臨床試験の分析による合併症予防に有効な標準
糖尿病診療の構築のための研究

植木　浩二郎 センター長 国立国際医療研究センター

192 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 栄養政策等の社会保障費抑制効果の評価に向けた医療経済学的な基礎研究 西　信雄 センター長
国立研究開発法人医薬基盤・健
康・栄養研究所

193 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 受動喫煙防止等のたばこ政策のインパクト・アセスメントに関する研究 中村　正和 センター長 公益社団法人地域医療振興協会

194 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 喫煙室内外の環境改善に質する課題の解決のための研究 大和　浩 教授
産業医科大学

195 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
自治体におけるロコモティブシンドローム対策の体制整備：臨床情報・筋
肉超音波の人工知能評価を用いた効果的な予防・介入方法の実証

岡　敬之 特任准教授
東京大学

196 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、妥当性の検証、及び地
域における健診実施体制の検討のための研究

岡村　智教 教授
慶應義塾大学
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197 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
「健康づくりのための睡眠指針2014」のブラッシュアップ・アップデート
を目指した「睡眠の質」の評価及び向上手法確立のための研究

栗山　健一 部長
国立研究開発法人国立精神・神経
医療研究センター

198 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
成人眼科検診による眼科疾患の重症化予防効果及び医療経済学的評価のた
めの研究

山田　昌和 教授
杏林大学

199 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
健康への関心度による集団のグルーピングと特性把握ならびに健康無関心
層への効果的な介入手法の確立

福田　吉治 教授
帝京大学
公私立大学の部局等

200 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
生活習慣及び社会生活等が健康寿命に及ぼす影響の解析とその改善効果に
ついての 研究

近藤　尚己 准教授
国立大学法人東京大学

201 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
産業別・地域別における生活習慣病予防の社会経済的な影響に関する実証
研究

野口　晴子 教授
早稲田大学

202 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
骨粗鬆症の予防及び検診提供体制の整備のための研究:エビデンスに基づ
く持続可能 で効果的な骨粗鬆症検診体制の構築

田中　栄 教授
東京大学

203 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
加熱式たばこによる健康危機発生を回避するための非臨床安全性評価に関
する基礎的研究

戸塚　ゆ加里 ユニット長
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター

204 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 心房細動アブレーション治療の標準化・適正化のための全例登録調査研究 山根　禎一 教授 東京慈恵会医科大学

205 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
エビデンスに基づいたロコモティブシンドロームの対策における簡便な確
認・介入方法の確立と普及啓発体制の構築に資する研究

帖佐　悦男 教授 国立大学法人　宮崎大学

206 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 口腔の健康と全身の健康の関連の文献レビューと因果推論手法の提案 相田　潤 准教授 東北大学

207 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
栄養素及び食品の適切な摂取のための行動変容につながる日本版栄養プロ
ファイル策定に向けた基礎的研究

石見　佳子 教授 東京農業大学
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208 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
加熱式たばこなど新たなたばこ製品の成分分析と受動喫煙による健康影響
の評価手法の開発

稲葉　洋平 主任研究官 国立保健医療科学院

209 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
新旧（1980-2020年）のライフスタイルからみた国民代表集団大規模コ
ホート研究：NIPPON DATA80/90/2010/2020

三浦　克之 教授 滋賀医科大学

210 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 健康日本２１（第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究 辻　一郎 教授 東北大学

211 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 特定給食施設等における適切な栄養管理業務の運営に関する研究 市川　陽子 教授
静岡県公立大学法人　静岡県立大
学

212 女性の健康の包括的支援政策研究事業
女性の健康の包括的支援に関する情報発信基盤構築と多診療科医療統合を
目指した研究

藤井　知行 教授 東京大学

213 女性の健康の包括的支援政策研究事業 保健・医療・教育機関・産業等における女性の健康支援のための研究 荒田　尚子 診療部長
国立研究開発法人国立成育医療研
究センター病院

214 女性の健康の包括的支援政策研究事業 女性特有の疾病に対する健診等による介入効果の評価研究 大須賀　穣 教授 東京大学

215 移植医療基盤整備研究事業
非血縁者間末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の効率的提供と至適な
利用率増加に繋がる実践的支援体制の整備

岡本　真一郎 教授 慶應義塾大学

216 移植医療基盤整備研究事業
脳死下・心停止下における臓器・組織提供ドナー家族における満足度の向上及
び効率的な提供体制構築に資する研究

横田 裕行 教授 日本医科大学

217 移植医療基盤整備研究事業 小児からの臓器提供に必要な体制整備に資する教育プログラムの開発 荒木　尚 准教授 埼玉医科大学

218 移植医療基盤整備研究事業
効率的な臍帯血確保とエビデンスに基づいた臍帯血ユニット選択基準の再評
価による臍帯血資源の有効利用法の確立

高橋　聡 准教授 東京大学
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219 移植医療基盤整備研究事業
骨髄バンクドナーの環境整備とコーディネートプロセスの効率化による造血幹
細胞移植の最適な機会提供に関する研究

福田　隆浩 科長
国立研究開発法人　国立がん研究
センター

220 移植医療基盤整備研究事業
５類型施設における効率的な臓器・組織の提供体制構築に資する研究－ド
ナー評価・管理と術中管理体制の新たな体制構築に向けて－

嶋津　岳士 教授 大阪大学

221 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
アレルギー疾患における標準治療の普及と均てん化に向けた研修プログラム
の開発研究

大矢　幸弘
アレルギーセ
ンター長

国立研究開発法人　国立成育医療
研究センター

222 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
小児期および成人移行期小児リウマチ患者の全国調査データの解析と両者の
異同性に基づいた全国的「シームレス」診療ネットワーク構築による標準的治
療の均てん化

森　雅亮 寄付講座教授 国立大学法人東京医科歯科大学

223 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 アレルギー疾患対策に必要とされる大規模疫学調査に関する研究 足立　雄一 教授 国立大学法人富山大学

224 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 アレルギー疾患の患者および養育者の就労・就学支援を推進するための研究 加藤　則人 教授 京都府立医科大学

225 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 我が国の関節リウマチ診療の標準化に関する臨床疫学研究 針谷正祥 特任教授 東京女子医科大学

226 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 免疫アレルギー疾患対策に関する研究基盤の構築 玉利真由美 教授 東京慈恵会医科大学

227 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 食物経口負荷試験の標準的施行方法の確立 海老澤　元宏
副臨床研究セ
ンター長

独立行政法人国立病院機構相模原
病院

228 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
アレルギー拠点病院ネットワークを利用した成人アレルギー難治/診断困難患
者の診療・研究システム構築に関する研究

谷口　正実 センター長
独立行政法人国立病院機構相模原
病院

229 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 ライフステージに応じた関節リウマチ患者支援に関する研究 松井　利浩 副部長
独立行政法人国立病院機構相模原
病院
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230 腎疾患政策研究事業
腎疾患対策検討会報告書に基づく対策の進捗管理および新たな対策の提言に
資するエビデンス構築

柏原直樹 教授 川崎医科大学

231 腎疾患政策研究事業
慢性腎臓病(CKD)に対する全国での普及啓発の推進、地域における診療連携
体制構築を介した医療への貢献

伊藤　孝史 准教授 島根大学医学部付属病院

232 難治性疾患政策研究事業 スモンに関する調査研究 久留　聡 院長 国立病院機構鈴鹿病院

233 難治性疾患政策研究事業 プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究 水澤　英洋 理事長
国立研究開発法人国立精神・神経
医療研究センター

234 難治性疾患政策研究事業 指定医研修プログラム作成のための研究 曽根　智史 次長 国立保健医療科学院

235 難治性疾患政策研究事業 指定難病の普及・啓発に向けた統合研究 和田　隆志 教授 国立大学法人金沢大学

236 難治性疾患政策研究事業 難病患者の総合的支援体制に関する研究 小森　哲夫 院長
独立行政法人国立病院機構箱根病
院神経筋・難病医療センター

237 難治性疾患政策研究事業 成育医療からみた小児慢性特定疾病対策の在り方に関する研究 賀藤　均 院長
国立研究開発法人国立成育医療研
究センター

238 難治性疾患政策研究事業 痙攣性発声障害疾患レジストリ開発と運用に関する研究 讃岐　徹治 講師 公立大学法人名古屋市立大学

239 難治性疾患政策研究事業 特発性好酸球増加症候群の診療ガイドライン作成に向けた疫学研究 黒川　峰夫 教授 国立大学法人東京大学

240 難治性疾患政策研究事業
Facial onset sensory and motor neuronopathy (FOSMN) に関する全国臨床疫
学調査とそれに基づいた診断治療指針の策定と患者レジストリの構築

山﨑　亮 准教授 国立大学法人九州大学
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241 難治性疾患政策研究事業
神経核内封入体病（Neuronal Intranuclear Inclusion disease :NIID)の疾患概念
確立および診断基準作成に関する研究

曽根 淳
第二脳神経内
科医長

独立行政法人国立病院機構 鈴鹿
病院

242 難治性疾患政策研究事業
新規の小児期の疼痛疾患である小児四肢疼痛発作症の診断基準の確立と患
者調査

高橋 勉 教授 国立大学法人秋田大学

243 難治性疾患政策研究事業 多中心性細網組織球症の疫学および治療法に関する調査研究 西田 佳弘 病院教授 国立大学法人名古屋大学

244 難治性疾患政策研究事業 自己免疫疾患に関する調査研究 森　雅亮 寄附講座教授 東京医科歯科大学

245 難治性疾患政策研究事業 運動失調症の医療基盤に関する調査研究 水澤　英洋 理事長
国立研究開発法人国立精神・神経
医療研究センター

246 難治性疾患政策研究事業 稀少てんかんに関する調査研究 井上　有史 客員研究員
独立行政法人国立病院機構　静岡
てんかん・神経医療センター

247 難治性疾患政策研究事業 角膜難病の標準的診断法および治療法の確立を目指した調査研究 西田　幸二 教授 国立大学法人大阪大学

248 難治性疾患政策研究事業 血液凝固異常症等に関する研究 村田　満 教授 慶應義塾大学

249 難治性疾患政策研究事業
原発性免疫不全症候群の診断基準・重症度分類および診療ガイドラインの
確立に関する研究

野々山　惠章 教授 防衛医科大学校

250 難治性疾患政策研究事業
難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症および関連疾患につ
いての調査研究

秋田　定伯 教授 福岡大学

251 難治性疾患政策研究事業
小児期から移行期・成人期を包括する希少難治性慢性消化器疾患の医療政
策に関する研究

田口　智章 教授 国立大学法人九州大学
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252 難治性疾患政策研究事業
慢性活動性EBウイルス感染症と類縁疾患の疾患レジストリとバイオバンク
の構築

木村　宏 教授 国立大学法人名古屋大学

253 難治性疾患政策研究事業 難治性腎障害に関する調査研究 成田　一衛 教授 国立大学法人新潟大学

254 難治性疾患政策研究事業 難治性血管炎に関する調査研究 針谷　正祥 特任教授 東京女子医科大学

255 難治性疾患政策研究事業
非癌、慢性炎症性リンパ節・骨髄異常を示すキャッスルマン病、TAFRO症
候群その類縁疾患の診断基準、重症度分類の改正、診断・治療のガイドラ
インの策定に関する調査研究

吉崎　和幸 招へい教授 国立大学法人大阪大学

256 難治性疾患政策研究事業
自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診療体制整備、重症度分類、診療ガ
イドライン確立に関する研究

西小森　隆太 准教授 久留米大学

257 難治性疾患政策研究事業 神経皮膚症候群に関する診療科横断的な診療体制の確立 錦織　千佳子 教授 国立大学法人神戸大学

258 難治性疾患政策研究事業 アミロイドーシスに関する調査研究 内木　宏延 教授 国立大学法人福井大学

259 難治性疾患政策研究事業 びまん性肺疾患に関する調査研究 稲瀬　直彦 特命教授 国立大学法人東京医科歯科大学

260 難治性疾患政策研究事業 ライソゾーム病（ファブリ病含む）に関する調査研究 衞藤　義勝 名誉教授 東京慈恵会医科大学

261 難治性疾患政策研究事業 先天異常症候群領域の指定難病等のQOLの向上を目指す包括的研究 小崎　健次郎 教授 慶應義塾大学

262 難治性疾患政策研究事業 特発性造血障害に関する調査研究 三谷　絹子 教授 獨協医科大学
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263 難治性疾患政策研究事業 難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究 巽　浩一郎 教授 国立大学法人千葉大学

264 難治性疾患政策研究事業 重症多形滲出性紅斑に関する調査研究 森田　栄伸 教授 国立大学法人島根大学

265 難治性疾患政策研究事業 稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究 天谷　雅行 教授 慶應義塾大学

266 難治性疾患政策研究事業 希少難治性筋疾患に関する調査研究 青木　正志 教授 国立大学法人東北大学

267 難治性疾患政策研究事業 難治性聴覚障害に関する調査研究 宇佐美　真一 教授 国立大学法人信州大学

268 難治性疾患政策研究事業 もやもや病（ウイリス動脈輪閉塞症）の診断、治療に関する研究 宮本 享 教授 国立大学法人京都大学

269 難治性疾患政策研究事業 神経変性疾患領域における基盤的調査研究 中島　健二 院長
独立行政法人国立病院機構松江医
療センター

270 難治性疾患政策研究事業 特発性心筋症に関する調査研究 筒井　裕之 教授 国立大学法人九州大学

271 難治性疾患政策研究事業 ミトコンドリア病の調査研究 後藤　雄一 部長
国立研究開発法人国立精神・神経
医療研究センター

272 難治性疾患政策研究事業 プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究 山田　正仁 教授 国立大学法人金沢大学

273 難治性疾患政策研究事業 特発性正常圧水頭症の診療ガイドライン作成に関する研究 新井　一 教授 順天堂大学
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274 難治性疾患政策研究事業 難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究 滝川　一 学部長 帝京大学

275 難治性疾患政策研究事業 小児腎領域の希少・難治性疾患群の診療・研究体制の確立 石倉　健司 教授 北里大学医学部

276 難治性疾患政策研究事業 脊柱靭帯骨化症に関する調査研究 大川　淳 教授 国立大学法人東京医科歯科大学

277 難治性疾患政策研究事業
先天性呼吸器・胸郭形成異常疾患に関する診療ガイドライン作成ならびに
診療体制の構築・普及に関する研究

臼井　規朗 主任部長
地方独立行政法人大阪府立病院機
構大阪府立母子医療センター

278 難治性疾患政策研究事業
好酸球性消化管疾患、重症持続型の根本治療、多種食物同時除去療法の診
療体制構築に関する研究

野村　伊知郎 室長
国立研究開発法人国立成育医療研
究センター

279 難治性疾患政策研究事業
神経免疫疾患のエビデンスによる診断基準・重症度分類・ガイドラインの
妥当性と患者QOLの検証

松井　真 教授 金沢医科大学

280 難治性疾患政策研究事業 軟骨炎症性疾患の診断と治療体系の確立 鈴木　登 教授 聖マリアンナ医科大学

281 難治性疾患政策研究事業
強皮症・皮膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診療ガイドラインに関
する研究

尹　浩信 教授 国立大学法人熊本大学

282 難治性疾患政策研究事業 副腎ホルモン産生異常に関する調査研究 長谷川　奉延 教授 慶應義塾大学

283 難治性疾患政策研究事業 網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査研究 山下　英俊 教授 国立大学法人山形大学

284 難治性疾患政策研究事業 難治性炎症性腸管障害に関する調査研究 鈴木　康夫 特任教授 東邦大学
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285 難治性疾患政策研究事業 皮膚の遺伝関連性希少難治性疾患群の網羅的研究 橋本　隆 特任教授 大阪市立大学

286 難治性疾患政策研究事業 ベーチェット病に関する調査研究 水木　信久 教授 横浜市立大学

287 難治性疾患政策研究事業
先天代謝異常症の生涯にわたる診療支援を目指したガイドラインの作成・
改訂および診療体制の整備に向けた調査研究

中村　公俊 教授 国立大学法人熊本大学

288 難治性疾患政策研究事業 間脳下垂体機能障害に関する調査研究 有馬　寛 教授 国立大学法人名古屋大学

289 難治性疾患政策研究事業
特発性大腿骨頭壊死症の医療水準及び患者のQOL向上に関する大規模多施
設研究

菅野　伸彦 寄附講座教授 国立大学法人大阪大学大学院

290 難治性疾患政策研究事業 IgG4関連疾患の診断基準並びに診療指針の確立を目指す研究 岡崎　和一 教授 関西医科大学

291 難治性疾患政策研究事業 原発性高脂血症に関する調査研究 斯波　真理子 部長
国立研究開発法人国立循環器病研
究センター

292 難治性疾患政策研究事業 ホルモン受容機構異常に関する調査研究 赤水　尚史 教授 和歌山県立医科大学

293 難治性疾患政策研究事業 筋ジストロフィーの標準的医療普及のための調査研究 松村　剛 臨床研究部長
独立行政法人国立病院機構大阪刀
根山医療センター

294 難治性疾患政策研究事業 成人発症白質脳症の実際と有効な医療施策に関する研究班 小野寺　理 教授 新潟大学脳研究所

295 難治性疾患政策研究事業 良質なエビデンスに基づく急性脳症の診療に向けた体制整備 水口　雅 教授 東京大学
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296 難治性疾患政策研究事業 遺伝性白質疾患・知的障害をきたす疾患の診断・治療・研究システム構築 小坂　仁 教授 自治医科大学

297 難治性疾患政策研究事業 早老症の医療水準やＱＯＬ向上を目指す集学的研究 横手 幸太郎 教授 国立大学法人千葉大学

298 難治性疾患政策研究事業
先天性心疾患を主体とする小児期発症の心血管難治性疾患の生涯にわたる
QOL改善のための診療体制の構築と医療水準の向上に向けた総合的研究

白石　公 部長
国立研究開発法人 国立循環器病
研究センター

299 難治性疾患政策研究事業 プラダー・ウィリ症候群における診療ガイドラインの作成 緒方　勤 教授 国立大学法人浜松医科大学

300 難治性疾患政策研究事業 染色体微細欠失重複症候群の包括的診療体制の構築 倉橋　浩樹 教授 藤田医科大学

301 難治性疾患政策研究事業 間質性膀胱炎の患者登録と診療ガイドラインに関する研究 本間　之夫 登録診療員 東京大学医学部附属病院

302 難治性疾患政策研究事業
強直性脊椎炎に代表される脊椎関節炎の疫学調査・診断基準作成と診療ガ
イドライン策定を目指した大規模多施設研究

冨田　哲也
寄附講座准教
授

国立大学法人大阪大学

303 難治性疾患政策研究事業
自己免疫性出血症治療の「均てん化」のための実態調査と「総合的」診療
指針の作成

一瀬　白帝 名誉教授 国立大学法人 山形大学

304 難治性疾患政策研究事業 好酸球性副鼻腔炎における治療指針作成とその普及に関する研究 藤枝　重治 教授 国立大学法人福井大学

305 難治性疾患政策研究事業
先天性骨髄不全症の登録システムの構築と診断基準・重症度分類・診断ガ
イドラインの確立に関する研究

伊藤　悦朗 教授 国立大学法人弘前大学

306 難治性疾患政策研究事業
 指定難病と小児慢性特定疾病に関連した先天性骨系統疾患の適切な診断
の実施と医療水準およびＱＯＬの向上をめざした研究

澤井　英明 教授 学校法人兵庫医科大学
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307 難治性疾患政策研究事業
HAMならびに類縁疾患の患者レジストリを介した診療連携モデルの構築に
よるガイドラインの活用促進と医療水準の均てん化に関する研究

山野　嘉久 教授 聖マリアンナ医科大学

308 難治性疾患政策研究事業
小児期・移行期を含む包括的対応を要する希少難治性肝胆膵疾患の調査研
究

仁尾　正記 教授 国立大学法人東北大学

309 難治性疾患政策研究事業 発汗異常を伴う稀少難治療性疾患の治療指針作成、疫学調査の研究 横関　博雄 教授 国立大学法人東京医科歯科大学

310 難治性疾患政策研究事業
小児期発症慢性疾患を持つ移行期患者が疾患の個別性を超えて成人診療へ
移行するための診療体制の整備に向けた調査研究

窪田　満 統括部長
国立研究開発法人国立成育医療研
究センター

311 難治性疾患政策研究事業 小児期遺伝性不整脈疾患の睡眠中突然死予防に関する研究 吉永　正夫 小児科医師
独立行政法人国立病院機構鹿児島
医療センター

312 難治性疾患政策研究事業
先天性および若年性の視覚聴覚二重障害に対する一体的診療体制に関する
研究

松永　達雄 部長
独立行政法人国立病院機構東京医
療センター

313 難治性疾患政策研究事業 難治性疾患の継続的な疫学データの収集・解析に関する研究 中村　好一 教授 自治医科大学

314 難治性疾患政策研究事業
中枢性摂食異常症および中枢神経感作病態を呈する疾患群の脳科学的な病
態解明と、エビデンスに基づく患者ケア法の開発

関口　敦 室長
国立研究開発法人国立精神･神経
医療研究センター

315 難治性疾患政策研究事業
神経難病における中枢神経感作のメカニズム研究とアンメットニーズに応
える革新的治療法の開発

眞野　智生 講師 公立大学法人奈良県立医科大学

316 難治性疾患政策研究事業
種々の症状を呈する難治性疾患における中枢神経感作の役割の解明とそれ
による患者ケアの向上

平田　幸一 教授 獨協医科大学

317 難治性疾患政策研究事業
難治性疾患等を対象とする持続可能で効率的な医療の提供を実現するため
の医療経済評価の手法に関する研究

福田　敬 センター長 国立保健医療科学院
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318 難治性疾患政策研究事業 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の発展に資する研究 檜垣　高史 寄附講座教授 国立大学法人愛媛大学

319 難治性疾患政策研究事業 難病領域における検体検査の精度管理体制の整備に資する研究 難波　栄二 教授 国立大学法人 鳥取大学

320 難治性疾患政策研究事業
指定難病患者データベース、小児慢性特定疾病児童等データベースと他の
行政データベースとの連携についての研究

野田　龍也 講師 公立大学法人奈良県立医科大学

321 難治性疾患政策研究事業
難病ゲノム医療に対応した遺伝カウンセリングの実態調査と教育システム
の構築に資する研究

三宅　秀彦 教授 国立大学法人お茶の水女子大学

322 慢性の痛み政策研究事業
慢性疼痛診療システムの均てん化と痛みセンター診療データベースの活用に
よる医療向上を目指す研究

矢吹　省司 教授 福島県立医科大学

323 慢性の痛み政策研究事業
慢性の痛み患者への就労支援/仕事と治療の両立支援および労働生産性の向
上に寄与するマニュアルの開発と普及・啓発

松平　浩 特任教授 東京大学

324 慢性の痛み政策研究事業 慢性疼痛患者に対する簡便かつ多面的な疼痛感作評価法の開発 池内　昌彦 教授 高知大学

325 長寿科学政策研究事業 在宅医療・介護連携の質に関する評価ツールの開発と検証 福井 小紀子 教授 大阪大学

326 長寿科学政策研究事業 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究 松田 晋哉 教授 産業医科大学

327 長寿科学政策研究事業
在宅・介護施設等における慢性期の医療ニーズの評価指標等を作成するため
の研究

松田 晋哉 教授 産業医科大学

328 長寿科学政策研究事業 在宅・介護施設等における医療的ケアに関連する事故予防のための研究 橋本 廸生 常任理事
公益財団法人日本医療機能評価機
構
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329 長寿科学政策研究事業
嚥下造影および嚥下内視鏡を用いない食形態判定のためのガイドラインの開
発

藤谷 順子 医長
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

330 長寿科学政策研究事業
運動・栄養介入による高齢者の虚弱予防に関する長期的な介護費削減効果の
検証とガイドライン策定のための研究

町田 修一 教授
順天堂大学大学院スポーツ健康科
学研究科

331 長寿科学政策研究事業 介護保険事業（支援）計画に役立つ地域指標ー全国介護レセプト等を用いてー 田宮 菜奈子 教授 筑波大学

332 長寿科学政策研究事業
要介護認定データ等を活用した高齢者の状態等の経時的変化の類型化のた
めの研究

下方 浩史 教授 名古屋学芸大学

333 長寿科学政策研究事業
エビデンスを踏まえた効果的な介護予防の実施に資する介護予防マニュアル
の改訂のための研究

福田　治久 准教授 九州大学

334 長寿科学政策研究事業
エビデンスを踏まえた効果的な介護予防の実施に資する介護予防マニュアル
の改訂のための研究

荒井　秀典 病院長
国立研究開発法人　国立長寿医療
研究センター

335 長寿科学政策研究事業 介護保険施設等の被災状況把握を迅速化する情報システムの開発研究 久保　達彦 准教授 産業医科大学

336 長寿科学政策研究事業
認知症の人に対する生活機能及び活動維持・向上に資する効果的なリハビリ
テーションプログラムの策定に関する研究

大沢　愛子 医長
国立研究開発法人　国立長寿医療
研究センター

337 長寿科学政策研究事業
アルツハイマー病患者に対する生活行為工程分析に基づいたリハビリテーショ
ン介入の標準化に関する研究

田平　隆行 教授 鹿児島大学

338 長寿科学政策研究事業
実証研究に基づく訪問看護・介護に関連する事故および感染症予防のガイドラ
イン策定のための研究

柏木　聖代 教授 国立大学法人　東京医科歯科大学

339 長寿科学政策研究事業
健康・医療・介護分野の分野横断的なデータ収集・利活用・解析基盤の構築に
よる介護予防に資するAI等開発についての研究

国立研究開発法人
国立長寿医療研究
センター

- -
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340 認知症政策研究事業
一億総活躍社会の実現に向けた認知症の予防、リハビリテーションの効果的
手法を確立するための研究

岡村　仁 教授 広島大学

341 認知症政策研究事業 認知症の予防と認知症者のリハビリテーションのガイドライン作成 島田裕之 部長
国立研究開発法人国立長寿医療研
究センター

342 認知症政策研究事業
若年性認知症の人の生活実態調査と大都市における認知症の有病率及び生
活実態調査

粟田主一 研究部長
地方独立行政法人東京都健康長寿
医療センター

343 認知症政策研究事業
認知症の人やその家族の視点を重視した認知症高齢者にやさしい薬物療法の
ための研究

秋下雅弘 教授 東京大学

344 認知症政策研究事業 認知症リスクに対する聴覚認知検査の妥当性の検証 土井剛彦 室長
国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター

345 認知症政策研究事業
外出が困難な認知症高齢者へのAIを用いた介入手法の開発と、遠隔AI操作に
よるコミュニティづくりの研究

澤見一枝 教授 奈良県立医科大学

346 認知症政策研究事業
日本人認知症ゲノム解析を出発点としたオミックス-臨床情報統合解析による
疾患関連パスウェーイの解析から診断、治療への応用

尾崎浩一 部長
国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター

347 認知症政策研究事業 独居認知症高齢者等が安全・安心な暮らしを送れる環境づくりのための研究 粟田　主一 研究部長
東京都健康長寿医療センター研究
所

348 認知症政策研究事業
認知症介護者のためのインターネットを用いた自己学習および支援プログラム
の開発と有効性の検証

大町　佳永
第一精神科医
長

国立研究開発法人　国立精神・神経
医療研究センター

349 認知症政策研究事業
人工知能を活用した行動・心理症状の予防と早期発見、適切な対応方法を提
案する認知症対応支援システムの開発と導入プログラムに関する研究

小川　朝生 分野長
国立研究開発法人　国立がん研究
センター

350 認知症政策研究事業 認知症に関する血液・髄液バイオマーカーの適正使用のための研究 池内　健 教授 新潟大学
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351 障害者政策総合研究事業 支援機器の効果的活用や支援手法等に関する情報基盤整備に関する研究 小野 栄一 所長
国立障害者リハビリテーションセ
ンター

352 障害者政策総合研究事業 障害認定基準および障害福祉データの今後のあり方に関する研究 飛松　好子 総長
国立障害者リハビリテーションセ
ンター

353 障害者政策総合研究事業
発達障害診療専門拠点機関の機能の整備と安定的な運営ガイドラインの作
成のための研究

加藤　進昌 所長 公益財団法人神経研究所

354 障害者政策総合研究事業 発達障害の原因，疫学に関する情報のデータベース構築のための研究 本田 秀夫 准教授
信州大学学術研究院医学系（医学
部附属病院）

355 障害者政策総合研究事業 障害児支援事業所における医療的ケア児等支援人材育成プログラムの開発 亀井　智泉 特任助教 信州大学

356 障害者政策総合研究事業
総合支援法の見直しに向けたサービスの実態の把握及びその効果の検証の
ための研究

櫻井　久雄 局長
国立重度知的障害者総合施設のぞ
みの園

357 障害者政策総合研究事業 障害者虐待防止研修の効果的なプログラム開発のための研究 堀江　まゆみ 教授 白梅学園大学

358 障害者政策総合研究事業
障害者の地域移行及び地域生活支援のサービスの実態調査及び活用推進の
ためのガイドライン開発に資する研究

田村　綾子 教授 聖学院大学

359 障害者政策総合研究事業 高次脳機能障害の障害特性に応じた支援マニュアルの開発のための研究 深津　玲子 第三診療部長
国立障害者リハビリテーションセ
ンター

360 障害者政策総合研究事業 医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 平林　直次 部長
国立研究開発法人　国立精神・神
経医療研究センター

361 障害者政策総合研究事業 New Long Stay防止統合プログラムの有用性の検証と汎用性の確立 伊豫 雅臣 教授 千葉大学
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362 障害者政策総合研究事業
入院中の精神障害者の円滑な早期の地域移行及び地域定着に資する研究
：コホート研究

山口　創生 室長
国立研究開発法人　国立精神・神
経医療研究センター

363 障害者政策総合研究事業 補装具費支給制度における種目の構造と基準額設定に関する調査研究 山崎　伸也
支援機器評価
専門官

国立障害者リハビリテーションセ
ンター

364 障害者政策総合研究事業 視機能障害認定のあり方に関する研究 山本　修一 教授 国立大学法人千葉大学大学院

365 障害者政策総合研究事業
障害福祉サービス等報酬における医療的ケア児の判定基準確立のための研
究

田村　正德 特任教授 埼玉医科大学

366 障害者政策総合研究事業
相談支援専門員及びサービス管理責任者等の専門知識等の向上並びに高齢
化対応を含めた連携促進のための研究 髙木　憲司 准教授 和洋女子大学

367 障害者政策総合研究事業
障がい者の自立支援機器の活用及び普及促進に求められる人材育成のため
の機器選択・活用等に関する調査研究

上野　友之 講師 筑波大学

368 障害者政策総合研究事業
障がい者が快適な日常生活を営むための食事提供等の実態把握及び改善手
法の検証等のための研究

中村　丁次 学長 神奈川県立保健福祉大学

369 障害者政策総合研究事業 吃音、トゥレット、場面緘黙の実態把握と支援のための調査研究 中村　和彦 教授 国立大法人弘前大学

370 障害者政策総合研究事業
国立機関・専門家の連携と地域研修の実態調査による発達障害児者支援の効
果的な研修の開発

辻井　正次 教授 中京大学

371 障害者政策総合研究事業
障害児支援のサービスの質の向上のための外部評価の実施とその検証のた
めの研究

内山　登紀夫 教授 大正大学

372 障害者政策総合研究事業
計画相談支援等におけるモニタリング実施標準期間の改定に伴う効果検証に
ついての研究

石山　麗子 教授 国際医療福祉大学大学院
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373 障害者政策総合研究事業
障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の
養成及び普及のための研究

岩崎　香 教授 早稲田大学

374 障害者政策総合研究事業
就労継続支援B型事業所における精神障害者等に対する支援の実態と効果的
な支援プログラム開発に関する研究

八重田　淳 准教授 筑波大学

375 障害者政策総合研究事業
聴覚障害児に対する人工内耳植込術施行前後の効果的な療育手法の開発等
に資する研究

髙橋　晴雄 客員研究員 長崎大学

376 障害者政策総合研究事業
災害派遣精神医療チーム（DPAT）と地域精神保健システムの連携手法に関
する研究

太刀川　弘和 准教授 国立大学法人筑波大学

377 障害者政策総合研究事業
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた障害福祉サー
ビス等の推進に資する研究

吉田 光爾 教授 東洋大学

378 障害者政策総合研究事業
精神保健・福祉に関するエビデンスのプラットフォーム構築及び精神科長
期入院患者の退院促進後の予後に関する検討のための研究

佐藤　さやか 室長 国立精神・神経医療研究センター

379 障害者政策総合研究事業 精神科救急医療における質向上と医療提供体制の最適化に資する研究 杉山　直也 客員研究員 国立精神・神経医療研究センター

380 障害者政策総合研究事業
向精神薬の適切な継続･減量･中止等の精神科薬物療法の出口戦略の実践に
資する研究

三島　和夫 教授 国立大学法人秋田大学

381 障害者政策総合研究事業
てんかんの地域診療連携体制の推進のためのてんかん診療拠点病院運用ガ
イドラインに関する研究

山本　仁 教授 聖マリアンナ医科大学

382 障害者政策総合研究事業
再犯防止推進計画における薬物依存症者の地域支援を推進するための政策
研究

松本　俊彦 部長 国立精神・神経医療研究センター

383 障害者政策総合研究事業
地域特性に対応した精神保健医療サービスにおける早期相談・介入の方法
と実施システム開発についての研究

根本　隆洋 准教授 東邦大学
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384 障害者政策総合研究事業 ギャンブル等依存症の治療・家族支援に関する研究 松下　幸生 副院長
独立行政法人国立病院機構久里浜
医療センター

385 障害者政策総合研究事業 身体障害者補助犬の質の確保と受け入れを促進するための研究 飛松　好子 総長
国立障害者リハビリテーションセン
ター

386 障害者政策総合研究事業
支援機器の適切な選定および導入運用に向けたガイドライン作成のための研
究

井上　剛伸 部長
国立障害者リハビリテーションセン
ター

387 障害者政策総合研究事業 地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究 藤井　千代 部長 国立精神・神経医療研究センター

388 障害者政策総合研究事業 医療計画、障害福祉計画の効果的なモニタリング体制の構築のための研究 山之内　芳雄 部長 国立精神・神経医療研究センター

389 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
地域における感染症対策に係るネットワークの標準モデルを検証・推進するた
めの研究

田辺　正樹 准教授
国立大学法人三重大学医学部附属
病院

390 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
小児における感染症対策に係る地域ネットワークの標準モデルを検証し全国に
普及するための研究

宮入　烈 医長・室長
国立研究開発法人国立成育医療研
究センター

391 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 肺炎球菌ワクチンの費用対効果等についての社会の立場からの評価研究 池田　俊也 教授 国際医療福祉大学

392 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型インフルエンザ等の感染症発生時のリスクマネジメントに資する感染症の
リスク評価及び公衆衛生的対策の強化に関する研究

谷口　清州 部長
独立行政法人国立病院機構三重病
院

393 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に関する研究 加藤　康幸 教授 国際医療福祉大学

394 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
我が国で開発され、備蓄されている細胞培養痘そうワクチンの有効性、安全
性、生産性向上および国内外のバイオテロ対策のあり方に関する研究

西條　政幸 部長 国立感染症研究所
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395 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 ワクチンの有効性・安全性の臨床評価とVPDの疾病負荷に関する疫学研究 廣田　良夫 センター長
医療法人相生会
（兼 保健医療経営大学）

396 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業の総合的推進に関する研
究

大澤　英司 企画調整主幹 国立感染症研究所

397 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 薬剤耐性（AMR）アクションプランの実行に関する研究 大曲　貴夫 センター長
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

398 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
サーベイランスの機能強化に資する病原体の適切な管理と検査体制に関する
研究

森川　茂 部長 国立感染症研究所

399 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 ポリオウイルスの病原体バイオリスク管理の標準化等を推進するための研究 清水　博之 室長 国立感染症研究所

400 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
百日咳とインフルエンザの患者情報及び検査診断の連携強化による感染症対
策の推進に資する疫学手法の確立のための研究

神谷　元 主任研究官 国立感染症研究所

401 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
食品由来感染症の病原体の解析手法及び共有化システムの構築のための研
究

泉谷　秀昌 室長 国立感染症研究所

402 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 環境中における薬剤耐性菌及び抗微生物剤の調査法等の確立のための研究 金森　肇 講師 東北大学

403 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
腸管出血性大腸菌感染症に続発する溶血性尿毒症症候群の発症・予後規定
因子の検討と医療提供体制の構築のための研究

五十嵐　隆 理事長 国際成育医療研究センター

404 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 性感染症に関する特定感染症予防指針に基づく対策の推進に関する研究 三鴨　廣繁 教授 愛知医科大学

405 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
開発優先度の高いワクチンの有効性・疾病負荷及び安全性・副反応の評価に
資する医療ビッグデータ等を用いたデータベース構築に関する探索的研究

中島　一敏 教授 大東文化大学
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406 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
愛玩動物由来感染症のリスク評価及び対策に資する、発生状況・病原体及び
宿主動物に関する研究

今岡　浩一 室長 国立感染症研究所

407 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型及び季節性インフルエンザに係る流行株の予測等に資するサーベイラン
ス及びゲノム解析に関する研究

長谷川　秀樹 センター長 国立感染症研究所

408 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 ＨＰＶワクチンの安全性に関する研究 岡部　信彦 所長 川崎市健康安全研究所

409 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
マスギャザリング時や新興・再興感染症の発生に備えた感染症サーベイランス
の強化とリスクアセスメントに関する研究

松井　珠乃 室長 国立感染症研究所

410 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
我が国の感染症対策のセンター機能の強化に向けた具体的方策についての
研究

倉根　一郎 名誉所員 国立感染症研究所

411 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
「HTLV-1総合対策」推進におけるキャリア対策の基盤整備と適正な研究開発
の推進に資する包括的評価と提言のための研究

渡邉　俊樹 名誉教授 東京大学医科学研究所

412 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
国内の病原体サーベイランスに資する機能的なラボネットワークを強化するた
めの研究

宮﨑　義継 部長 国立感染症研究所

413 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
急性弛緩性麻痺、急性脳炎・脳症等の神経疾患に関する網羅的病原体検索を
含めた原因及び病態の究明、治療法の確立に資する臨床疫学研究

多屋　馨子 室長 国立感染症研究所

414 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
細菌の薬剤耐性機構解析に基づいた多職種連携による効率的・効果的な院内
耐性菌制御の確立のための研究

大毛　宏喜 教授 広島大学病院

415 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 成人の侵襲性細菌感染症サーベイランスの充実化に資する研究 大石　和徳 所長 富山県衛生研究所

416 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 ＨＰＶワクチン接種後に生じた症状に関する診療体制の整備のための研究 池田　修一 特任教授 信州大学
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417 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 ヘリコバクター・ピロリの薬剤耐性モニタリングと除菌戦略の立案 杉山　敏郎 特任教授 北海道大学

418 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 わが国の狂犬病予防体制の推進のための研究 前田　健 部長 国立感染症研究所

419 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
わが国による入国前結核健診事業精度保証のガイドラインの策定に資する研
究

大角　晃弘
部長、疫学情
報センター長

公益財団法人結核予防会結核研究
所

420 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 風疹予防接種促進に関する行動経済学的研究 大竹　文雄 教授 大阪大学

421 エイズ対策政策研究事業 Ｈ Ｉ Ｖ 検査体制の改善と効果的な受検勧奨のための研究 今村　顕史 部長 東京都立駒込病院

422 エイズ対策政策研究事業
血友病HIV 感染者に対する癌スクリーニング法と非侵襲的治療法の確立に
関する研究

岡　慎一 センター長
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

423 エイズ対策政策研究事業
HIV 検査と医療へのアクセス向上に資する多言語対応モデルの構築に関す
る研究

北島　勉 教授 杏林大学

424 エイズ対策政策研究事業
MSMに対する有効なHIV検査提供とハイリスク層への介入方法の開発に関す
る研究

金子　典代 准教授 公立大学法人名古屋市立大学

425 エイズ対策政策研究事業
HIV感染症を合併した血友病患者に対する全国的な医療提供体制に関する
研究

野田　龍也 講師 公立大学法人奈良県立医科大学

426 エイズ対策政策研究事業 都市部の若者男女におけるHIV感染リスク行動に関する研究 日高　庸晴 教授 宝塚大学

427 エイズ対策政策研究事業 日本におけるHIV感染者・エイズ患者の発生動向に関する研究 砂川　富正 室長 国立感染症研究所
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428 エイズ対策政策研究事業 ＨＩＶ検査の受検勧奨のための性産業の事業者及び従事者に関する研究 今村　顕史 部長 東京都立駒込病院

429 エイズ対策政策研究事業
職域での健診機会を利用した検査機会拡大のための新たなＨＩＶ検査手法
開発研究

川畑　拓也 主幹研究員
独立行政法人　大阪健康安全基盤
研究所

430 エイズ対策政策研究事業
職域での健診機会を利用した検査機会拡大のための新たなＨＩＶ検査体制
の研究

横幕　能行
エイズ総合診
療部長

独立行政法人国立病院機構名古屋
医療センター

431 エイズ対策政策研究事業 ＨＩＶ感染症の曝露前及び曝露後の予防投薬の提供体制に対する研究 水島　大輔 医師
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

432 エイズ対策政策研究事業 HIV感染症の医療体制の整備に関する研究 横幕　能行
エイズ総合診
療部長

独立行政法人国立病院機構名古屋
医療センター

433 エイズ対策政策研究事業 エイズ予防指針に基づく対策の推進のための研究 松下 修三 教授 熊本大学

434 エイズ対策政策研究事業
拠点病院集中型から地域連携を重視したHIV診療体制の構築を目標にした
研究

猪狩 英俊 准教授 千葉大学 医学部附属病院

435 エイズ対策政策研究事業
ブロック拠点病院のない自治体における中核拠点病院の機能評価と体制整
備のための研究

高田 清式 センター長
愛媛大学
医学部附属病院

436 エイズ対策政策研究事業 地域においてMSMのHIV感染・薬物使用を予防する支援策の研究 樽井 正義 理事 特定非営利活動法人ぷれいす東京

437 エイズ対策政策研究事業
HIV感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホート的調査研究と情
報の普及啓発法の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究

喜多恒和 センター長
奈良県立病院機構　奈良県総合医
療センター

438 エイズ対策政策研究事業
MSMにおける予防啓発活動の評価手法の確立及びPDCAサイクル構築のため
の研究

塩野　徳史 講師 大阪青山大学
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439 エイズ対策政策研究事業
ＨＩＶ陽性者に対する精神・心理的支援方策および連携体制構築に資する
研究

山田　富秋 教授 松山大学

440 エイズ対策政策研究事業
エイズ対策研究事業の企画と
評価に関する研究

福武勝幸 主任教授 東京医科大学

441 エイズ対策政策研究事業
非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染血友病等患者の長期療養体制の構
築に関する患者参加型研究

藤谷順子 医長 国立国際医療研究センター病院

442 エイズ対策政策研究事業
血液製剤によるHIV/HCV重複感染患者の
肝移植に関する研究

江口晋 教授 長崎大学大学院

443 エイズ対策政策研究事業 HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究 白阪琢磨
エイズ先端医
療研究部長

独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター

444 エイズ対策政策研究事業 2020年五輪大会に向けた東京都内のHIV・性感染症対策に関する研究 田沼　順子 専門外来医長
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

445 エイズ対策政策研究事業 ＨＩＶ感染症診療の提供体制の評価及び改善のための研究 内藤　俊夫 教授 順天堂大学

446 エイズ対策政策研究事業 ＨＩＶ感染症における医療経済的分析と将来予測に資する研究 谷口　俊文 講師 千葉大学

447 エイズ対策政策研究事業 抗原検出キットを用いたアメーバ赤痢の診断法に関する研究 渡辺 恒二 医師
国立研究開発法人国立国際医療研
究センター

448 エイズ対策政策研究推進事業 エイズ対策政策研究推進事業
公益財団法人エイ
ズ予防財団

- 公益財団法人エイズ予防財団

449 肝炎等克服政策研究事業 肝炎の病態評価指標の開発と肝炎対策への応用に関する研究 考藤　達哉 センター長 国立国際医療研究センター
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450 肝炎等克服政策研究事業
肝炎に関する政策研究の動向把握と研究の評価・進捗管理方法に関する研
究

大澤　英司 企画調整主幹 国立感染症研究所

451 肝炎等克服政策研究事業
肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至る肝炎対策の効果検証と拡充に
関する研究

江口　有一郎 特任教授
国立大学法人佐賀大学医学部付属
病院

452 肝炎等克服政策研究事業
職域等も含めた肝炎ウイルス検査受検率向上と陽性者の効率的なフォロー
アップシステムの開発・実用化に向けた研究

是永　匡紹
肝疾患研修室
長

国立国際医療研究センター

453 肝炎等克服政策研究事業
肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止への効果的な手法の確立
に関する研究

八橋　弘 副院長 国立病院機構長崎医療センター

454 肝炎等克服政策研究事業 肝炎ウイルスの新たな感染防止・残された課題・今後の対策 四柳　宏 教授 東京大学

455 肝炎等克服政策研究事業 肝がん・重度肝硬変の治療に係るガイドラインの作成等に資する研究 小池　和彦 教授 東京大学

456 肝炎等克服政策研究事業 地域に応じた肝炎ウイルス診療連携体制構築の立案に資する研究 金子　周一 教授 国立大学法人　金沢大学

457 肝炎等克服政策研究事業
肝炎ウイルス感染状況の把握及び肝炎ウイルス排除への方策に資する疫学研
究

田中　純子 教授 広島大学大学院

458 地域医療基盤開発推進研究事業
小児救急医療体制の品質評価・最適化・情報発信のための小児救急医療統合
情報システムの開発研究

清水　直樹 教授 聖マリアンナ医科大学

459 地域医療基盤開発推進研究事業 大規模データを用いた、地域の医療従事者確保対策に関する研究 宮田　靖志 教授（特任） 愛知医科大学

460 地域医療基盤開発推進研究事業 災害時小児・周産期医療体制の構築と認知向上についての研究 海野　信也 教授 北里大学
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461 地域医療基盤開発推進研究事業
病院における薬剤師の働き方の実態を踏まえた生産性の向上と薬剤師業務の
あり方に関する研究

武田　泰生 教授 国立大学法人鹿児島大学

462 地域医療基盤開発推進研究事業 患者中心の歯科医療を行うための情報提供内容調査と提供方法構築の研究 荒木　孝二 教授 国立大学法人東京医科歯科大学

463 地域医療基盤開発推進研究事業
地域包括ケアシステムにおける効果的な訪問歯科診療の提供体制等の確立
のための研究

戸原　玄 准教授 国立大学法人東京医科歯科大学

464 地域医療基盤開発推進研究事業
医療安全支援センターと医療機関内患者相談窓口の地域における連携と人材
育成のための研究

嶋森　好子 教授 学校法人　岩手医科大学

465 地域医療基盤開発推進研究事業
患者安全を支援するための法制度の構築を目指した比較研究：法による医療
安全対策の支援・阻害機能の再検討

岩田　太 教授 上智大学

466 地域医療基盤開発推進研究事業 医療安全管理体制の可視化と人材育成のための研究 長尾　能雅 教授 名古屋大学医学部附属病院

467 地域医療基盤開発推進研究事業 スマートフォンを用いた新たな側弯症検診システムの構築に関する研究 高相　晶士 教授 北里大学

468 地域医療基盤開発推進研究事業
持続陽圧(CPAP, ASV)治療管理開始時からの治療状況確認と自己学習を含め
た患者・医療機関相互方向の遠隔医療の試み

陳　和夫 特定教授 京都大学

469 地域医療基盤開発推進研究事業 へき地医療の向上のための医師の働き方およびチーム医療の推進に係る研究 小谷　和彦 教授 自治医科大学

470 地域医療基盤開発推進研究事業
在宅及び慢性期の医療機関で療養する患者の状態の包括的評価方法の確立
のための研究

飯島　勝矢 教授 国立大学法人　東京大学

471 地域医療基盤開発推進研究事業 在宅医療の提供体制の評価指標の開発のための研究 川越　雅弘 教授 埼玉県立大学
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472 地域医療基盤開発推進研究事業 地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究 今村　知明 教授 公立大学法人奈良県立医科大学

473 地域医療基盤開発推進研究事業
周産期医療の質の向上に寄与するための、妊産婦及び新生児の管理と診療
連携体制

池田　智明 教授 三重大学

474 地域医療基盤開発推進研究事業
患者・国民の医療への主体的な参加を促す患者つながりサポートシステムの
構築

中島　和江 教授  大阪大学

475 地域医療基盤開発推進研究事業
医療事故の再発防止策の効果的な作成および実践されるための促進要因・阻
害要因の研究

長谷川　友紀 教授 東邦大学

476 地域医療基盤開発推進研究事業 特定行為研修の修了者の活用に際しての方策に関する研究 真田　弘美 教授 東京大学

477 地域医療基盤開発推進研究事業 新規及び既存の放射線診療に対応する放射線防護の基準策定のための研究 細野　眞 教授 近畿大学

478 地域医療基盤開発推進研究事業 医療機関における最新の院内感染対策及び発生時対応のための研究 八木　哲也 教授 名古屋大学

479 地域医療基盤開発推進研究事業
地域医療構想の達成のための病院管理者向け組織マネジメント研修プログラ
ムの開発研究

福田　敬 センター長 国立保健医療科学院

480 地域医療基盤開発推進研究事業 医療機関の病棟単位での医療機能分析及び適正な人員配置のための研究 松田　晋哉 教授 産業医科大学

481 地域医療基盤開発推進研究事業 大学病院で勤務する医師に高いストレスを及ぼすイベントの現状把握 櫻井　順子 准教授 順天堂大学

482 地域医療基盤開発推進研究事業
地域特性を活かしたプライマリ・ケア医師参加型の医科歯科連携実現に向けた
調査研究

樺沢　勇司 教授 東京医科歯科大学
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483 地域医療基盤開発推進研究事業 歯科医療従事者の働き方と今後の需給等に関する調査研究 三浦　宏子 部長 国立保健医療科学院

484 地域医療基盤開発推進研究事業
障害者等への歯科保健医療サービスの提供状況の把握及びその提供体制構
築のための調査研究

弘中　祥司 教授 昭和大学

485 地域医療基盤開発推進研究事業 エコチル調査を活用した脳性麻痺発生率等に関する研究 橋本　圭司 医師
国立研究開発法人
国立成育医療研究センター

486 地域医療基盤開発推進研究事業 NCDを活用した医療提供体制の構築に関する研究 宮田　裕章 特任教授 国立大学法人東京大学

487 地域医療基盤開発推進研究事業 医療通訳認証の実用化に関する研究 中田　研 教授 国立大学法人大阪大学

488 地域医療基盤開発推進研究事業 ドクターヘリの適正利用および安全運航に関する研究 猪口　貞樹 客員教授 東海大学

489 地域医療基盤開発推進研究事業
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における救急・災害医療提供
体制に関する研究

横田　裕行 教授 日本医科大学

490 地域医療基盤開発推進研究事業 医療機器の保守点検指針の作成等に関する研究 菊地　眞 理事長 公益財団法人 医療機器センター

491 地域医療基盤開発推進研究事業 AIを活用したゲノム医療推進に係る人材育成に関する萌芽的研究 横山 和明 助教 東京大学

492 地域医療基盤開発推進研究事業 日本の都道府県別の保健システムパフォーマンス評価方法の開発 渋谷　健司 客員研究員 東京大学大学院

493 地域医療基盤開発推進研究事業
新たな臨床研修の到達目標・方略・評価を踏まえた指導ガイドラインに関する
研究 福井　次矢 院長 聖路加国際大学
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494 地域医療基盤開発推進研究事業 死因究明等の推進に関する研究 今村 聡 副会長 公益社団法人日本医師会

495 地域医療基盤開発推進研究事業 献体による効果的医療技術教育システムの普及促進に関する研究 伊達　洋至 理事 一般社団法人日本外科学会

496 地域医療基盤開発推進研究事業
総合診療が地域医療における専門医や多職種連携等に与える効果について
の研究 前野　哲博 教授 筑波大学

497 地域医療基盤開発推進研究事業 医療事故調査制度における支援団体、連絡協議会の実態把握のための研究 城守　国斗 常任理事 公益社団法人日本医師会

498 地域医療基盤開発推進研究事業
医療安全に資する病院情報システムの機能を普及させるための施策に関する
研究

松村　泰志 教授 国立大学法人　大阪大学

499 地域医療基盤開発推進研究事業 診療ガイドラインの今後の整備の方向性についての研究 中山　健夫 教授 国立大学法人　京都大学

500 地域医療基盤開発推進研究事業 診療ガイドラインにおける画像検査の推奨度の決定基準についての研究 隈丸　加奈子 准教授 順天堂大学

501 地域医療基盤開発推進研究事業 地域医療支援病院等の医療提供体制上の位置づけに関する研究 伏見　清秀 教授 国立大学法人　東京医科歯科大学

502 地域医療基盤開発推進研究事業 医療の質評価の全国展開を目指した調査研究 福井　次矢 院長 聖路加国際大学

503 地域医療基盤開発推進研究事業
国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関する研
究

小井土　雄一 部長 国立病院機構災害医療センター

504 地域医療基盤開発推進研究事業 地域医療構想を見据えた救急医療提供体制の構築に関する研究 山本　保博 会長 一般財団法人救急振興財団
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505 地域医療基盤開発推進研究事業 医療事故に関連した医療従事者に対する対応等に関する研究 大磯　義一郎 教授 浜松医科大学

506 地域医療基盤開発推進研究事業 看護職の労働時間・勤務環境の改善に向けた調査研究 武村　雪絵 准教授 東京大学

507 地域医療基盤開発推進研究事業
保健師助産師看護師国家試験における現状の評価及び出題形式等の改善に
関する研究

林　直子 教授 聖路加国際大学

508 地域医療基盤開発推進研究事業
次世代バイオ医薬品等の革新的な医薬品創出に向けた環境整備に関する研
究

坂巻　弘之 教授 神奈川県立保健福祉大学

509 地域医療基盤開発推進研究事業 薬価制度抜本改革に係る医薬品開発環境および流通環境の実態調査研究 成川　衛 教授 北里大学

510 地域医療基盤開発推進研究事業 診療ガイドラインにおける医療経済的評価手法に関する研究 池田　俊也 教授 国際医療福祉大学

511 地域医療基盤開発推進研究事業 診療ガイドラインへの「Choosing Wisely」の導入に向けた研究 北澤　京子 客員教授 京都薬科大学

512 地域医療基盤開発推進研究事業 ICT基盤技術を駆使した診療データの利活用モデルに関する研究 澤　智博 教授 帝京大学

513 地域医療基盤開発推進研究事業 医療データベースを活用した診療ガイドラインの推奨度決定手法に関する研究 吉田　雅博 教授 国際医療福祉大学

514 労働安全衛生総合研究事業
臨海コンビナート設備のねじ接合部の腐食減肉に関する供用適性評価技術
の開発

辻　裕一 教授 東京電機大学

515 労働安全衛生総合研究事業
オルト-トルイジン等芳香族アミンによる膀胱がんの原因解明と予防に係
る包括的研究

武林　亨 教授 慶応義塾大学
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516 労働安全衛生総合研究事業
ラベルへの化学物質の危険有害性情報の付加に関する調査と開発及びその
効果の測定

 山口　佳宏 准教授 国立大学法人熊本大学

517 労働安全衛生総合研究事業 じん肺エックス線写真による診断精度向上に関する研究 芦澤　和人 教授 長崎大学

518 労働安全衛生総合研究事業
ASEAN諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例
とした安全衛生教育カリキュラムの開発と試行

田中 寿郎 教授 愛媛大学

519 労働安全衛生総合研究事業 エビデンスに基づいた転倒予防体操の開発およびその検証 松平 浩 特任教授 東京大学

520 労働安全衛生総合研究事業
アジア新興国の労働者の安全衛生の取り組み促進の支援に係るニーズ等の
把握のための研究

森　晃爾 教授 産業医科大学

521 労働安全衛生総合研究事業 製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する研究 佐伯 覚 教授 産業医科大学

522 労働安全衛生総合研究事業 受動喫煙を防止するための効果的な呼吸用保護具のフィルターの検討 保利 一 教授 産業医科大学

523 労働安全衛生総合研究事業
農林水産業における災害の発生状況の特性に適合した労働災害防止対策の
策定のための研究

横山 和仁 客員教授 順天堂大学

524 労働安全衛生総合研究事業 災害時等の産業保健体制の構築のための研究 立石 清一郎 准教授 産業医科大学

525 労働安全衛生総合研究事業 産業保健の観点からの健康経営の有用性の検証のための研究 永田 智久 講師 産業医科大学

526 労働安全衛生総合研究事業 職場における酸欠リスクの実態把握と酸欠災害の防止対策についての研究 齊藤 宏之 上席研究員
独立行政法人
労働者健康安全機構労働安全衛生
総合研究所
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527 労働安全衛生総合研究事業 芳香族アミンの膀胱に対する傷害性および発がん性における構造特性の影響 豊田 武士 室長 国立医薬品食品衛生研究所

528 労働安全衛生総合研究事業 労働安全衛生法の改正に向けた法学的視点からの調査研究 三柴 丈典 教授 近畿大学

529 労働安全衛生総合研究事業 加速器トンネルにおける位置情報を活用した防災アプリの開発 石井 恒次 准教授
大学共同利用機関法人　高エネル
ギー加速器研究機構

530 労働安全衛生総合研究事業 製造現場におけるIoTを活用した安全管理システムに関する研究 梅崎　重夫 所長
独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所

531 労働安全衛生総合研究事業 中小企業等における治療と仕事の両立支援の取り組み促進のための研究 立石 清一郎 准教授 産業医科大学

532 労働安全衛生総合研究事業 自動走行可能な自律制御運搬台車の機能安全の実証手順開発 澤田　浩之 主査 株式会社アラキ製作所

533

食品の安全確保推進研究事業

食品由来が疑われる有症事案に係る調査（食中毒調査）の迅速化・高度化に
関する研究

大西 真

副所長 国立感染症研究所

534

食品の安全確保推進研究事業 食品用途となるナノマテリアルの暴露による毒性評価に関する研究 小川 久美子 部長

国立医薬品食品衛生研究所

535

食品の安全確保推進研究事業

食品を介する家畜・家禽疾病のリスク管理に関する研究

堀内 基広 教授

北海道大学大学院

536

食品の安全確保推進研究事業

食品衛生検査を実施する試験所における品質保証システムに関する研究

渡辺 卓穂 部長

一般財団法人食品薬品安全セン
ター　秦野研究所

537

食品の安全確保推進研究事業

食品微生物試験法の国際調和に関する研究

朝倉 宏 部長

国立医薬品食品衛生研究所
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538

食品の安全確保推進研究事業

既存添加物の品質確保のための評価手法に関する研究

杉本 直樹 室長

国立医薬品食品衛生研究所

539

食品の安全確保推進研究事業 食品中の放射性物質等検査システムの評価手法の開発に関する研究

蜂須賀 暁子

室長 国立医薬品食品衛生研究所

540

食品の安全確保推進研究事業 国際食品規格策定プロセスを踏まえた食品衛生規制の国際化戦略に関する研
究

渡邉　敬浩

第一室長 国立医薬品食品衛生研究所

541

食品の安全確保推進研究事業 食品中の食中毒細菌の制御法の確立のための研究

工藤　由起子

部長 国立医薬品食品衛生研究所

542

食品の安全確保推進研究事業 新たなバイオテクノロジーを用いて得られた食品の安全性確保とリスクコミュニ
ケーションのための研究

近藤　一成

部長 国立医薬品食品衛生研究所

543

食品の安全確保推進研究事業 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、その標準的安
全性評価法の確立に関する研究

本間　正充

部長 国立医薬品食品衛生研究所

544

食品の安全確保推進研究事業 野生鳥獣由来食肉の安全性の確保とリスク管理のための研究

高井　伸二

教授 北里大学

545

食品の安全確保推進研究事業 テトロドトキシンのリスク管理のための研究

鈴木　敏之

センター長 国立研究開発法人
水産研究・教育機構　中央水産研究
所

546

食品の安全確保推進研究事業 食品由来薬剤耐性菌のサーベイランスのための研究

渡邉　治雄

客員研究員 国立感染症研究所

547

食品の安全確保推進研究事業 小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究

今村　知明

教授 奈良県立医科大学

548

食品の安全確保推進研究事業 植物性自然毒による食中毒対策の基盤整備のための研究

登田　美桜

第三室長 国立医薬品食品衛生研究所
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549

食品の安全確保推進研究事業 国際的な動向を踏まえた乳及び乳製品の衛生管理及び試験法確立のための
研究

岡田　由美子

室長 国立医薬品食品衛生研究所

550

食品の安全確保推進研究事業 レポーター遺伝子導入動物を用いたクロロプロパノール類の発がん機序の解
明

高須　伸二

主任研究官 国立医薬品食品衛生研究所

551

食品の安全確保推進研究事業 安全な高吸収化機能性食品の開発支援を目指した、 安全性評価のための指
標の抽出と標準化に向けた研究

長野　一也

准教授 大阪大学

552

食品の安全確保推進研究事業 住肉胞子虫による国産ジビエの食中毒リスク評価に関する研究

山﨑　朗子

助教 岩手大学

553

食品の安全確保推進研究事業 保健機能食品に関する専門家と非専門家のリスク認知の差を解消した効果的
なリスクコミュニケーション推進を目的とした研究

種村　菜奈枝

助教 慶應義塾大学

554

食品の安全確保推進研究事業 食品に残留する農薬管理における方法論の国際整合に関する研究

渡邉　敬浩

第一室長 国立医薬品食品衛生研究所

555

食品の安全確保推進研究事業 健康食品の安全性確保に資する情報提供、品質確保、被害情報収集体制の
構築に関する研究

千葉　剛

部長 医薬基盤・健康・栄養研究所

556

食品の安全確保推進研究事業 小規模事業者等におけるＨＡＣＣＰ導入支援に関する研究

五十君　靜信

教授 東京農業大学

557

食品の安全確保推進研究事業 食品中の放射性物質濃度の基準値に対する放射性核種濃度比の検証とその
影響評価に関する研究

明石　真言

所長 茨城県竜ヶ崎保健所

558

食品の安全確保推進研究事業 食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握とその治療法の開発等
に関する研究

古江　増隆

教授 九州大学

559

食品の安全確保推進研究推進事業 食品の安全確保推進研究推進事業

公益社団法人日本
食品衛生学会

公益社団法人日本食品衛生学会
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560

食品の安全確保推進研究事業 健康食品等の安全確保に必要な技術的課題への対応と効果的な情報発信の
ための研究

藤井　仁

准教授

目白大学

561

食品の安全確保推進研究事業 食品添加物の安全性確保に資する研究

佐藤　恭子

部長 国立医薬品食品衛生研究所

562

食品の安全確保推進研究事業 食品や環境からの農薬等の摂取量の推計と国際標準を導入するための研究

鈴木　美成

室長 国立医薬品食品衛生研究所

563

食品の安全確保推進研究事業 食品用器具・容器包装等の安全性確保に資する研究

六鹿　元雄

第三室長 国立医薬品食品衛生研究所

564

食品の安全確保推進研究事業 日本国内流通食品に検出される新興カビ毒の安全性確保に関する研究

吉成　知也

主任研究官 国立医薬品食品衛生研究所

565

食品の安全確保推進研究事業 畜産食品の生物学的ハザードとそのリスクを低減するための研究

佐々木　貴正

室長 国立医薬品食品衛生研究所

566

食品の安全確保推進研究事業 食中毒原因ウイルスの不活性および高感度検出法に関する研究

鈴木　亮介

第五室長 国立感染症研究所

567

食品の安全確保推進研究事業 多価の細菌性食中毒に対する迅速かつ高感度な検出技術基盤の開発

細見　晃司

研究員

国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所

568

食品の安全確保推進研究事業 健康食品による健康被害情報を踏まえた安全性評価系の開発に関する研究

近藤　位旨

研究員

国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所

569

食品の安全確保推進研究事業 プエライア・ミリフィカ含有健康食品の安全性評価系の確立

坂元　政一

助教 九州大学

570

食品の安全確保推進研究事業

腸管粘膜バリア破綻条件下での高分子化合物の経口暴露による毒性影響の解明井手　鉄哉

主任研究官 国立医薬品食品衛生研究所
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571

食品の安全確保推進研究事業 食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握とその治療法の開発等
に関する研究

穐山　浩

部長 国立医薬品食品衛生研究所

572 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
輸血用血液製剤と血漿分画製剤の安全性確保と安定供給のための新興・再興
感染症の研究

岡田　義昭 准教授 埼玉医科大学

573 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 GMP、QMS及びGCTPのガイドラインの国際整合化に関する研究 櫻井　信豪
審議役（品質
管理担当）

独立行政法人医薬品医療機器総合
機構

574 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 国際流通する偽造医薬品等の実態と対策に関する研究 木村　和子 特任教授 金沢大学

575 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 サリドマイド胎芽症患者の健康、生活実態の把握及び支援基盤の構築 日ノ下　文彦 診療科長
独立行政法人国立国際医療研究セ
ンター

576 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 かかりつけ薬剤師の専門性の検討とそのアウトカムの調査 今井　博久 特任教授 東京大学

577 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究 井村　伸正 理事長
公益財団法人麻薬・覚醒剤乱用防
止センター

578 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 地域における包括的な輸血管理体制構築に関する研究 田中　朝志 准教授 東京医科大学

579 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
個人輸入されるライフスタイルドラッグの実態に関する研究－主に美容関
連薬及び脳機能調整薬について－

木村　和子 特任教授 金沢大学

580 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
ワクチン等の品質確保を目的とした新たな国家検定システムの構築のため
の研究

脇田　隆字 副所長 国立感染症研究所

581 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
危険ドラッグ等の乱用薬物に関する分析情報の収集及び危害影響予測のた
めの研究

花尻　瑠理 室長 国立医薬品食品衛生研究所
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582 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 危険ドラッグ及び関連代謝物の有害作用解析と乱用実態把握に関する研究 舩田　正彦 室長
国立研究開発法人国立精神・神経
医療研究センター

583 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
「専ら医薬品」たる成分本質の判断のための調査・分析及びその判断基
準・範囲の整備に関する研究

袴塚　高志 部長 国立医薬品食品衛生研究所

584 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 安全な血液の安定供給を目指した、血液事業の今後の在り方に関する研究 河原　和夫 教授 東京医科歯科大学大学院

585 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究 安原　眞人 特任教授 帝京大学

586 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 一般用漢方製剤の使用上の注意の整備と安全使用に関する研究 袴塚　高志 部長 国立医薬品食品衛生研究所

587 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
新たなアプローチ方法による献血推進方策と血液製剤の需要予測に資する
研究

田中 純子 教授 広島大学大学院

588 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
血漿分画製剤の原料となる血漿の採漿方法及び品質確保のための総合的研
究

河原　和夫 教授 東京医科歯科大学大学院

589 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 輸血医療の安全性向上のためのデータ構築研究 浜口　功 部長 国立感染症研究所

590 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 規制薬物の分析と鑑別等の手法の開発のための研究 田中　理恵 主任研究官 国立医薬品食品衛生研究所

591 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
安全な血液製剤の安定供給に資する適切な採血事業体制の構築のための研
究

浜口　功 部長 国立感染症研究所

592 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 Ｃ型肝炎救済のための調査研究及び安全対策等に関する研究 山口　照英 客員教授 日本薬科大学
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593 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
脂質異常症改善薬の臨床評価に関するガイドラインの合理化・国際整合化
に向けた研究

山下　静也 理事長 一般社団法人　日本動脈硬化学会

594 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 医薬部外品成分の白斑誘導能の評価体系に関する研究 秋山　卓美 室長 国立医薬品食品衛生研究所

595 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 医療機器の危害防止措置の適切な実施に係るガイダンスに関する研究 渡邊　伸一 教授 帝京平成大学

596 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
薬害資料データ・アーカイブズ基盤構築のための基礎的研究および実践的
研究

藤吉　圭二 教授 追手門学院大学

597 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 薬剤師の卒後研修カリキュラムの調査研究 山田　清文 教授 名古屋大学医学部附属病院

598 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
「医薬品等適正広告基準」の改正に伴う一般用医薬品及び医薬部外品広告
のフォローアップ調査研究

堀口　逸子 教授 東京理科大学

599 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
「医療用医薬品の販売に係る情報提供ガイドライン」の施行に伴う企業側
実体の調査研究

渡邊　伸一 教授 帝京平成大学

600 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業
薬物乱用・依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に
関する研究

嶋根　卓也 室長
国立研究開発法人国立精神・神経
医療研究センター

601 医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政策研究事業 医療用麻薬の乱用リスク要因の分析と適正使用促進のための研究 山口　重樹 主任教授 獨協医科大学

602 化学物質リスク研究事業 化学物質の有害性評価の迅速化・高度化・標準化に関する研究 鰐渕 英機 教授 大阪市立大学

603 化学物質リスク研究事業
網羅的エピゲノム解析を用いた化学物質による次世代影響の解明：新しい
試験スキームへの基礎的検討

岸 玲子
特別招へい教
授

北海道大学
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604 化学物質リスク研究事業
ナノマテリアルの吸入曝露によるヒト健康影響の評価手法に関する研究
ー生体内マクロファージの機能に着目した有害性カテゴリー評価基盤の構
築ー

相磯 成敏 部長
独立行政法人労働者健康安全機構
日本バイオアッセイ研究センター

605 化学物質リスク研究事業 室内環境中の化学物質リストに基づく優先取組物質の検索とリスク評価 雨谷 敬史 教授 静岡県立大学

606 化学物質リスク研究事業
シックハウス(室内空気汚染)対策に関する研究―「シックハウス(室内空
気汚染)問題に関する検討会」が新たに指摘した室内汚染化学物質の、ヒ
トばく露濃度におけるハザード評価研究―

北嶋 聡 部長 国立医薬品食品衛生研究所

607 化学物質リスク研究事業
新型毒性試験法とシステムバイオロジーとの融合による有害性予測体系の
構築

菅野 純 所長
独立行政法人労働者健康安全機構
日本バイオアッセイ研究センター

608 化学物質リスク研究事業
室内空気環境汚染化学物質の標準試験法の策定およびリスク低減化に関す
る研究

酒井　信夫 室長 国立医薬品食品衛生研究所

609 化学物質リスク研究事業 OECDプログラムにおいてTGとDAを開発するためのAOPに関する研究 小島　肇 室長 国立医薬品食品衛生研究所

610 化学物質リスク研究事業 ナノマテリアル曝露による慢性影響の効率的評価手法開発に関する研 広瀬　明彦 部長 国立医薬品食品衛生研究所

611 化学物質リスク研究事業
インシリコ予測技術の高度化・実用化に基づく化学物質のヒト健康リスク
の評価ストラテジーの開発

山田　隆志 室長 国立医薬品食品衛生研究所

612 化学物質リスク研究事業 家庭用品中有害物質の試験法及び基準に関する研究 河上　強志 室長 国立医薬品食品衛生研究所

613 化学物質リスク研究事業
化学物質の動物個体レベルの免疫毒性データ集積とそれに基づくMulti-
ImmunoTox assay（MITA）による予測性試験法の確立と国際標準化

相場　節也 教授 東北大学

614 化学物質リスク研究事業
血液中の核酸をバイオマーカーに用いた化学物質の高感度な有害性評価に
資する研究

小野 竜一 室長 国立医薬品食品衛生研究所
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615 化学物質リスク研究事業
家庭用品化学物質が周産期の中枢神経系に及ぼす遅発性毒性の評価系作出
に資する研究

種村　健太郎 教授 東北大学

616 化学物質リスク研究事業
生体影響予測を基盤としたナノマテリアルの統合的健康影響評価方法の提
案

渡邉 昌俊 教授 三重大学

617 化学物質リスク研究事業
気管内投与による化学物質の有害作用とくに発癌性の効率的評価手法の開
発に関する研究：迅速化かつ国際化に向けて

津田　洋幸 特任教授 名古屋市立大学

618 化学物質リスク研究事業
バイタルサインの統合的評価をエンドポイントとした新規急性経口投与毒
性試験方法の開発-統計学による半数致死量から診断学による概略の致死
量への転換-

髙橋 祐次 室長 国立医薬品食品衛生研究所

619 化学物質リスク研究事業 化学物質のインビトロ神経毒性評価法の開発 諫田　泰成 部長 国立医薬品食品衛生研究所

620 化学物質リスク研究事業 家庭用品規制法における有害物質の指定方法のあり方に関する研究 五十嵐良明 部長 国立医薬品食品衛生研究所

621 健康安全・危機管理対策総合研究事業
岩手県における東日本大震災被災者の支援を目的とした大規模コホート研
究

小林　誠一郎 副学長 岩手医科大学

622 健康安全・危機管理対策総合研究事業 宮城県における東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査 辻　一郎
教授・地域保
健支援セン
ター長

東北大学

623 健康安全・危機管理対策総合研究事業
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた熱中症診療ガイド
ライン改定に向けた研究

三宅　康史 教授 帝京大学

624 健康安全・危機管理対策総合研究事業 大規模イベント時の健康危機管理対応に資する研究 齋藤　智也
上席主任研究
官

国立保健医療科学院

625 健康安全・危機管理対策総合研究事業 災害発生時の分野横断的かつ長期的なマネジメント体制構築に資する研究 尾島　俊之 教授 浜松医科大学

57



626 健康安全・危機管理対策総合研究事業
包括的支援体制構築に向けた市町村保健センターと他分野の連携に関する研
究

藤原　佳典 研究部長
地方独立行政法人東京都健康長寿
医療センター

627 健康安全・危機管理対策総合研究事業
災害対策における地域保健活動推進のための実務担当保健師の能力向上に
係わる研修ガイドラインの作成と検証

宮崎　美砂子 教授 千葉大学

628 健康安全・危機管理対策総合研究事業
病原微生物検査体制の維持・強化に必要な地方衛生研究所における人材育成
及び地域における精度管理に関する協力体制構築に向けた研究

皆川 洋子 主任 愛知県衛生研究所

629 健康安全・危機管理対策総合研究事業
実践を踏まえた災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の質の向上、構成
員、受援者の技能維持に向けた研究

服部　希世子 所長 熊本県天草保健所

630 健康安全・危機管理対策総合研究事業 公衆衛生等の社会医学系分野で活躍する医師の育成・確保に向けた研究 磯　博康 教授 国立大学法人大阪大学

631 健康安全・危機管理対策総合研究事業 地域保健における保健所に求められる役割の明確化に向けた研究 尾島　俊之 教授 浜松医科大学

632 健康安全・危機管理対策総合研究事業 保健師活動の展開推進及び統括保健師の役割遂行力開発 井伊　久美子 学長 香川県立保健医療大学

633 健康安全・危機管理対策総合研究事業
人口減少社会における情報技術を活用した水質確保を含む管路網管理向上策
に関する研究

佐々木　史朗 常務理事
公益財団法人水道技術研究セン
ター

634 健康安全・危機管理対策総合研究事業 小規模水供給システムの安定性及び安全性確保に関する統合的研究 浅見　真理
上席主任研究
官

国立保健医療科学院

635 健康安全・危機管理対策総合研究事業
水道事業の流域連携の推進に伴う水供給システムにおける生物障害対策の強
化に関する研究

秋葉　道宏 部長 国立保健医療科学院

636 健康安全・危機管理対策総合研究事業 化学物質等の検出状況を踏まえた水道水質管理のための総合研究 松井　佳彦 教授 北海道大学
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637 健康安全・危機管理対策総合研究事業 建築物環境衛生管理基準の検証に関する研究 林　基哉 統括研究官 国立保健医療科学院

638 健康安全・危機管理対策総合研究事業 中規模建築物における衛生管理の実態と特定建築物の適用に関する研究 小林　健一
上席主任研究
官

国立保健医療科学院

639 健康安全・危機管理対策総合研究事業 エステティックの施術の安全対策及び衛生管理手法の構築のための研究 関東　裕美 理事長
公益財団法人日本エステティック研
究財団

640 健康安全・危機管理対策総合研究事業
シックハウス症候群の診断基準及び具体的対応方策に関する「シックハウス症
候群マニュアル」の検証と改正のための研究

坂部　貢 教授 東海大学

641 健康安全・危機管理対策総合研究事業
公衆浴場におけるレジオネラ症対策に資する検査・消毒方法等の衛生管理手
法の開発のための研究

前川　純子 主任研究官 国立感染症研究所

642 健康安全・危機管理対策総合研究事業
半揮発性有機化合物（ＳＶＯＣ）によるシックハウス症候群への影響評価及び工
学的対策の検証に関する研究

金　勲 主任研究官 国立保健医療科学院

643 健康安全・危機管理対策総合研究事業 住宅宿泊事業における衛生管理手法に関する研究 阪東　美智子
上席主任研究
官

国立保健医療科学院

644 健康安全・危機管理対策総合研究事業
大規模災害時の保健医療活動に係る行政の体制モデルの構築と災害時の情
報を活用した運用に関する研究

市川　学 准教授 芝浦工業大学
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