
※令和４年６月15日時点のデータ
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1
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

東京医科歯科大学大学院

2
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

髙岡　昂太
主任研究
員

国立研究開発法人産業技術総合研究所

3
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

社会構造の変化を踏まえた保健医療にかかる施策立案に資する
国際疾病分類の国内導入のための研究

小川　俊夫 教授 摂南大学

4
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

F-SOAIPを用いた特別な支援の必要な保護者対応の記録システム
の開発

上田　敏丈 教授 名古屋市立大学大学院

5
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

6
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 奈良県立医科大学

7
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
指標の導入に向けた研究

松田　晋哉 教授 産業医科大学

8
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外科手術等の医療技術の評価及びその活
用方法等に関する研究

岩中　督 名誉教授 東京大学医学部附属病院

9
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

入院医療の評価のためのDPCデータの活用及びデータベースの活
用に関する研究

伏見　清秀 教授 東京医科歯科大学大学院
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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）

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のた
めの研究

津下　一代 特任教授 女子栄養大学

11
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

長期的人口減少と大国際人口移動時代における将来人口・世帯
推計の方法論的発展と応用に関する研究

小池　司朗 部長 国立社会保障・人口問題研究所

12
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

タスクシフトによる医師労働時間短縮効果と医療機関経営上の
影響に関する研究

荒井　耕 教授 一橋大学大学院

13
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

卒前教育から生涯教育に至るシームレスな総合診療医の養成・
確保に関する研究

前野　哲博 教授 筑波大学

14
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

医師の勤務環境把握に関する研究 小池　創一 教授 自治医科大学

15
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

戦没者遺骨の身元特定に係るDNA鑑定の精度向上に関する研究 橋谷田　真樹 准教授 関西医科大学

16
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

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

17
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

臨床疫学に活用可能なNDB等データセットの作成に関する研究 森　由希子 講師 京都大学医学部附属病院

18
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）を利活用で
きる人材育成促進に資するための研究

康永　秀生 教授 東京大学大学院

19
政策科学総合研究事業
（政策科学推進研究事業）

公的年金制度の所得保障機能・所得再分配機能に関する検討に
資する研究

山田　篤裕 教授 慶應義塾大学

20
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習得に
向けた教育コンテンツに関する研究

堀田　聰子 教授 慶應義塾大学大学院
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21
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

人口の健康・疾病構造の変化にともなう複合死因の分析手法の
開発とその妥当性の評価のための研究

別府　志海 第２室長 国立社会保障・人口問題研究所

22
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

国際生活機能分類ICF を用いた医療と介護を包括する評価方法
の確立とAI を利用したビッグデータ解析体制の構築

木村 浩彰 教授 広島大学病院

23
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

地域包括ケアシステムにおいて活用可能な国際生活機能分類
（ICF）による多領域にまたがる評価手法の確立に資する研究

向野　雅彦 准教授 藤田医科大学

24
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

25
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 顧問 一般社団法人日本病院会

26
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

27
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究事業）

患者調査の効率的な実施手法の確立に資する研究 星　佳芳
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

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）

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

高木　俊介 准教授 横浜市立大学

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）

患者報告アウトカム（patient reported outcomes:PRO）のICT
化と社会実装推進のためのガイドライン作成に資する研究

中島　貴子 教授 京都大学

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）

PRO-CTCAEの日本語版の実臨床および臨床試験における有効性の
評価

山口　拓洋 教授 東北大学

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）

関連学会の取組と連携したPROガイドラインの作成 下妻　晃二郎 教授 立命館大学
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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）

医療安全の確保に向けた手術動画の記録および解析におけるAI
活用の有用性の実証

梶田　大樹 特任助教 慶應義塾大学

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）

薬局ヒヤリハット事例に対する安全管理対策評価に関するAI開
発

岡本　里香
特定准教
授

京都大学

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）

『AIの眼』による医療安全確保に関する研究 大鹿　哲郎 教授 筑波大学

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）

次世代医療情報交換標準規格FHIRを用いたPHR統一プラット
フォームの開発

中山　雅晴 教授 東北大学

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）

ユースケース・ベースのPHRサービスによるOpen FHIRと電子カ
ルテの連携を目指すクラウド型医療連携プラットフォーム構築
研究

中島　直樹 教授 九州大学

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）

大規模データの利活用研究の加速のための研究 木村　映善 教授 愛媛大学

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）

標準化クリニカルパスに基づく、医師行動識別センサや問診AI
などのICTを用いた医師の業務負担軽減手法に関する研究

中島　直樹 教授 九州大学

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）

ICTを利用した医学教育コンテンツの開発と活用に向けた研究 河北　博文 理事長 公益財団法人日本医療機能評価機構

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）

ICTを基盤とした卒前卒後のシームレスな医師の臨床教育評価シ
ステム構築のための研究

田中　雄二郎 学長 東京医科歯科大学

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）

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

夏目　やよい
サブプロ
ジェクト
リーダー

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
主席研究
員

国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構

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 東北大学
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44
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

- -

45
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）

スマートフォンアプリケーションとビーコンシステムを活用し
た医師の客観的かつ効率的な労働時間管理による勤務実態の見
える化

猪俣　武範 准教授 順天堂大学

46
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を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態
把握と課題抽出に資する研究

中野　壮陛 専務理事 公益財団法人医療機器センター

47
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）

リアルワールドヘルスデータのブリッジング標準化のためのシ
ステム開発～マイクロバイオーム分析データのブリッジング標
準化～

国立研究開発法
人医薬基盤・健
康・栄養研究所

－ －

48
政策科学総合研究事業
（倫理的法的社会的課題研究事業）

国民が安心してゲノム医療を受けるための社会実現に向けた倫
理社会的課題抽出と社会環境整備

小杉　眞司 教授 京都大学

49
政策科学総合研究事業
（倫理的法的社会的課題研究事業）

医療AIの研究開発・実践に伴う倫理的・法的・社会的課題に関
する研究

井上　悠輔 准教授 東京大学

50
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

国連の持続可能な開発目標３（SDG3)－保険関連指標における日
本の達成状況の評価および国際発信のためのエビデンス構築に
関する研究

児玉　知子
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

51
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

国際会議で効果的な介入を行うための戦略的・効果的な介入手
法の確立に質する研究

磯　博康
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

52
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

保健分野における、新型コロナウイルス感染症や、三大感染症
等に関する国際機関への我が国からの戦略的・効果的な資金拠
出と関与に資する研究

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
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53
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

2030年までのUniversal Health Coverage 達成に向けたアジア
各国の進捗状況と課題に関する研究

大澤 絵里
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

54
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

日中韓における少子高齢化の実態と対応に関する研究 林　玲子 副所長 国立社会保障・人口問題研究所

55
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

ASEANにおける活動的で健康的な高齢期の推進に関する研究 曽根　智史 院長 国立保健医療科学院

56 厚生労働科学特別研究事業
循環器病対策推進基本計画に基づく、重点的に推進すべき循環
器病の研究領域の同定及び研究開発戦略の策定のための研究

永井　良三 学長 自治医科大学

57 厚生労働科学特別研究事業
新型コロナウィルス感染症拡大による受診控えなどの状況も踏
まえた循環器病の医療提供体制の構築に向けた研究

野出　孝一 教授 国立大学法人佐賀大学

58 厚生労働科学特別研究事業
一般用医薬品の販売における薬剤師等による管理及び情報提供
の適切な方法・実施体制の構築のための研究

益山　光一 教授 東京薬科大学

59 厚生労働科学特別研究事業
経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の切替えに係る課題把握及
び対応策立案に向けた研究

長尾　能雅 教授 名古屋大学医学部附属病院

60 厚生労働科学特別研究事業
WHO検証・改革の動向把握及び我が国の戦略的・効果的介入に質
する総合的研究

城山　英明 教授 東京大学

61 厚生労働科学特別研究事業
東京地下鉄サリン事件等における救護・医療対応記録の保存・
活用に向けた研究

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

62 厚生労働科学特別研究事業
新型コロナウイルス感染症の影響下における被災者の情報収
集・支援システムの自治体における運用に向けた実証研究

菅野　拓 准教授 大阪市立大学

63 厚生労働科学特別研究事業
感染症の国際的流行等を踏まえた外国人患者の受入れ環境整備
に向けた研究

北川 雄光 教授 慶應義塾大学
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64 厚生労働科学特別研究事業
認定臨床研究審査委員会の質向上と臨床研究におけるCOI管理の
適切な管理対応策の策定

吉田 雅幸
センター
長･教授

東京医科歯科大学

65 厚生労働科学特別研究事業
臨床研究法見直し審議における新たな課題･論点への対応策の確
立のための研究

堀田 知光 名誉院長
国立病院機構
名古屋医療センター

66 厚生労働科学特別研究事業
新型コロナウイルス感染症に対応する各国の医療提供体制の国
際比較研究

松田 晋哉 教授 産業医科大学

67 厚生労働科学特別研究事業
新型コロナウイルス感染症流行下における新人看護職員研修の
実態把握調査研究

末永 由理 教授 東京医療保健大学

68 厚生労働科学特別研究事業
助産所におけるBCPの策定の実態把握と作成指針の策定のための
研究

島田 真理恵 教授 上智大学

69 厚生労働科学特別研究事業 飲酒ガイドラインの策定に向けたエビデンスの現状分析研究 池原　賢代
特任准教
授

大阪大学大学院

70 厚生労働科学特別研究事業
新型コロナ感染症流行による糖尿病患者の生活様式・受診行動
の変化が重症化に及ぼす影響の解析と今後の診療体制構築のた
めの研究

植木　浩二郎
糖尿病研
究セン
ター長

国立国際医療研究センター

71 厚生労働科学特別研究事業
地域の合意形成を加速化させるデジタルトランスフォーメー
ションの実現のための研究

佐藤 大介
特任准教
授

国立大学法人千葉大学

72 厚生労働科学特別研究事業 新興感染症の拡大時に必要な在宅医療提供体制についての研究 武田 俊彦 副理事長
一般社団法人
日本在宅ケアライアンス

73 厚生労働科学特別研究事業
セルフメディケーション税制による医療費適正化効果について
の研究

五十嵐 中 准教授 公立大学法人横浜市立大学
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74 厚生労働科学特別研究事業
新興感染症及びパンデミックに対応する検案・剖検体制の確立
のための研究

近藤　稔和 教授 和歌山県立医科大学

75 厚生労働科学特別研究事業 感染症法に基づく基本指針及び予防計画等の体制に資する研究 岡部　信彦 所長 川崎市健康安全研究所

76 厚生労働科学特別研究事業
ポストコロナを見据えた感染症危機管理における検査体制につ
いての包括的研究

影山　努
検査対応
総括研究
官

国立感染症研究所

77 厚生労働科学特別研究事業
国際整合性を踏まえたプログラムの医療機器該当性に係る論点
抽出のための研究

鈴木　孝司 審査役 公益財団法人医療機器センター

78 厚生労働科学特別研究事業
医薬品の製造販売業者による品質管理の体制構築に向けた調査
研究

下川　昌文 教授 山陽小野田市立山口東京理科大学

79 厚生労働科学特別研究事業 諸外国の看護職の性差に関する実態についての研究 金井 Pak 雅子 教授 関東学院大学

80 厚生労働科学特別研究事業
臨床研究法が医療機器開発研究に与えた影響の実態把握に向け
た調査研究

黒田　知宏 教授 国立大学法人京都大学

81 厚生労働科学特別研究事業
治験･臨床研究データベース等の患者･国民のユーザビリティ向
上に向けた研究

湯川　慶子
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

82 厚生労働科学特別研究事業 医療機関の外来機能の明確化・連携に資する研究 松田　晋哉 教授 産業医科大学

83 厚生労働科学特別研究事業 死亡診断書の電子的交付を推進する基盤整備に係る研究 矢野　一博
主任研究
員

公益社団法人　日本医師会

84 厚生労働科学特別研究事業 医療機関における診療情報の提供の実態調査 大道　久 監事 一般社団法人　日本病院会
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85 厚生労働科学特別研究事業
医療機器産業活性化に資する医療機器開発の若手人材の教育･育
成のための研究

伊苅　裕二 教授 東海大学医学部附属病院

86 厚生労働科学特別研究事業 歯科衛生士の業務内容の見直しに向けた研究 品田　佳世子 教授 国立大学法人　東京医科歯科大学

87 厚生労働科学特別研究事業
生物統計学的な観点からのワクチン開発における治験計画の立
案の迅速化のための研究

上村　夕香理 室長
国立研究開発法人　国立国際医療研究セ
ンター

88 厚生労働科学特別研究事業 在宅医療の事業継続計画（BCP）策定に係る研究 山岸　暁美
機構長・
理事長

一般社団法人コミュニティヘルス研究機
構

89 厚生労働科学特別研究事業 検体検査の外部精度管理調査における組織構築に向けた研究 矢冨　裕 教授 東京大学医学部附属病院

90 厚生労働科学特別研究事業
今般の感染症対応や将来の医療需要を踏まえたDPCデータ等を活
用した急性期医療の確保のための研究

佐藤　大介
特任准教
授

国立大学法人千葉大学医学部附属病院

91 厚生労働科学特別研究事業
防疫下における国・都道府県・自治体の縦の連携と情報の共通
認識を考慮した災害時健康危機管理運用の実証実験

市川　学 准教授 芝浦工業大学

92 厚生労働科学特別研究事業
妊産婦のニーズに適合した産科医療機関の選択に必要な情報の
内容と提供方法の検討のための研究

田倉　智之 特任教授 東京大学

93 厚生労働科学特別研究事業
新型コロナウイルスに感染した御遺体の取り扱いを含む、墓地
埋葬に関する法律に関する諸問題の検証研究

横田　睦 理事 公益社団法人 全日本墓園協会

94 厚生労働科学特別研究事業
新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の
活用のための研究

長谷川　洋一 教授 名城大学

95
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
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96
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 病院講師 国立大学法人　名古屋大学

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）

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

上原　里程 部長 国立保健医療科学院

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）

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

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）

思春期レジリエンス向上に有用な介入プログラムの大規模実証
研究

岡田 直大
特任准教
授

国立大学法人　東京大学

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）

わが国における父親の子育て支援を推進するための科学的根拠
の提示と支援プログラムの提案に関する研究

竹原 健二 室長
国立研究開発法人
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）

子どもの傷害情報の解析に基づいた外傷と傷害予防のための研
究

植松 悟子 診療部長
研究開発法人
国立成育医療研究センター

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）

予測不能な乳児突然死 (SUID) 原因検索プロトコルと制度整備
に基づく診断精度向上と実態把握、ならびに睡眠環境因子を含
めたSUID/SIDS予防策提言とCDR連携のための研究

清水 直樹 教授 聖マリアンナ医科大学

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）

母子健康手帳のグローバルな視点を加味した再評価と切れ目の
ない母子保健サービスに係る研究

中村 安秀 特任教授 国立看護大学校

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）

生涯を通じた健康の実現に向けた「人生最初の1000日」のため
の、妊娠前から出産後の女性に対する栄養・健康に関する知識
の普及と行動変容のための研究

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

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母子感染対策および支援体制の課題の検討と対策に関す
る研究

内丸 薫 教授 国立大学法人　東京大学
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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）

ドナーミルクを安定供給できる母乳バンクを整備するための研
究

水野 克己 教授 昭和大学

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）

特定妊婦に対する支援の均てん化に向けたアセスメントツール
及び多職種連携地域支援プログラムの開発と社会実装について
の研究

立花 良之 診療部長
国立研究開発法人
 国立成育医療研究センター

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）

出生前検査に関する妊産婦等の意識調査や支援体制構築のため
の研究

白土 なほ子 講師 昭和大学

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（biopsychosocial）に乳幼児・学童・
思春期の健やかな成長・発達をポピュレーションアプローチで
切れ目なく支援するための社会実装化研究

永光　信一郎 主任教授 福岡大学

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）

成育基本法を地域格差なく継続的に社会実装するための研究 山縣　然太朗 教授 山梨大学

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）

標準的な生殖医療の知識啓発と情報提供のためのシステム構築
に関する研究

苛原　稔 研究部長 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）

妊婦健康診査、産婦健康診査における妊産婦支援 の総合的評価
に関する研究

光田　信明 副院長 大阪母子医療センター

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）

低出生体重児の成長・発達評価手法の確立のための研究 河野　由美 教授 自治医科大学

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）

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

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）

都道府県や県型保健所による子育て世代包括支援センターの機
能強化支援のための研究

佐藤 拓代 会長
公益社団法人
母子保健推進会議
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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）

幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援に向けた効果
的な展開のための研究 衞藤 久美 専任講師 女子栄養大学

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）

出生前診断の提供等に係る体制の構築に関する研究 小西　郁生 名誉教授 国立大学法人　京都大学

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）

乳幼児の発育・発達、栄養状態の簡易な評価手法の検討に関す
る研究

横山　徹爾 部長 国立保健医療科学院

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）

生殖医療ガイドラインの適切な運用と今後の改良に向けた研究 大須賀　穣 教授 国立大学法人　東京大学

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）

新型コロナウイルスの小児への影響の解明のための研究 多屋　馨子 室長 国立感染症研究所

121 がん対策推進総合研究事業
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

122 がん対策推進総合研究事業
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

123 がん対策推進総合研究事業
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

124 がん対策推進総合研究事業
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

125 がん対策推進総合研究事業 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
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126 がん対策推進総合研究事業
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

127 がん対策推進総合研究事業
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

128 がん対策推進総合研究事業
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

129 がん対策推進総合研究事業
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

130 がん対策推進総合研究事業
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

131 がん対策推進総合研究事業
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

132 がん対策推進総合研究事業 がん検診の費用対効果の検証に関する研究 福田　敬
センター
長

国立保健医療科学院

133 がん対策推進総合研究事業
がん検診の有効性評価に関する死亡率減少につながる頑健性の
高い代替指標に関する研究

中山　富雄
検診研究
部部長

国立研究開発法人国立がん研究センター

134 がん対策推進総合研究事業
がん診療連携拠点病院等の実態把握とがん医療提供体制におけ
る均てん化と集約化のバランスに関する研究

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

135 がん対策推進総合研究事業
小児・AYA世代がん患者に対する生殖機能温存に関わる心理支援
体制の均てん化と安全な長期検体保管体制の確立を志向した研
究-患者本位のがん医療の実現を目指して

鈴木　直 教授 聖マリアンナ医科大学
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136 がん対策推進総合研究事業
希少がんの情報提供・相談支援ネットワークの形成に関する研
究 川井　章 科長 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
がんゲノム医療推進に向けたがん遺伝子パネル検査の実態調査
研究

瀬戸　泰之 教授 東京大学

138 がん対策推進総合研究事業 全国がん登録の円滑な運用のための検証に関する研究 東　尚弘
センター
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
科学的根拠に基づくがん情報の迅速な作成と提供のための体制
整備のあり方に関する研究

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

140 がん対策推進総合研究事業
現場や地域の実情に即したがん治療と並行する緩和ケアの実装
の推進に関する研究

武藤　学 教授 京都大学

141 がん対策推進総合研究事業
進行がん患者に対する効果的かつ効率的な意思決定支援に向け
た研究

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

142 がん対策推進総合研究事業
患者・家族の意思決定能力に応じた適切な意思決定支援の実践
に資する簡便で効果的な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

143 がん対策推進総合研究事業
実装を視野に入れたがん患者の精神心理的な支援に関する診療
ガイドラインの開発研究

吉内　一浩 准教授 東京大学

144 がん対策推進総合研究事業
がん患者のディーセント・ワーク実現のための 就労継続・職場
復帰プログラムの実用化研究

土井　俊彦
副院長・
科長

国立研究開発法人国立がん研究センター

145 がん対策推進総合研究事業
障害のあるがん患者のニーズに基づいた情報普及と医療者向け
研修プログラムの開発に関する研究

八巻　知香子 室長 国立研究開発法人国立がん研究センター
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146 がん対策推進総合研究事業
がん患者の個々のニーズに応じた質の高い相談支援の体制整備
のあり方に関する研究

高山　智子 部長 国立研究開発法人国立がん研究センター

147 がん対策推進総合研究事業
がん患者に対する質の高いアピアランスケアの実装に資する研
究

藤間　勝子
センター
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 がん対策の年齢調整死亡率・罹患率に及ぼす影響に関する研究 片野田　耕太 部長 国立研究開発法人国立がん研究センター

149 がん対策推進総合研究事業
日本における肝癌治療の実態把握と費用対効果の検証について
の研究

國土　典宏 理事長
国立研究開発法人国立国際医療研究セン
ター

150 がん対策推進総合研究事業
次期がん対策推進基本計画に向けた新たな指標及び評価方法の
開発のための研究

東　尚弘
センター
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
次期がん対策推進基本計画に向けて小児がん拠点病院および連
携病院の小児がん医療・支援の質を評価する新たな指標開発の
ための研究

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

152 がん対策推進総合研究事業
学会連携を通じた希少癌の適切な医療の質向上と次世代を担う
希少がん領域の人材育成に資する研究

小寺　泰弘 教授 名古屋大学

153 がん対策推進総合研究事業
小児がん拠点病院等及び成人診療科との連携による長期フォ
ローアップ体制の構築のための研究

松本　公一
小児がん
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

154 がん対策推進総合研究事業
がん検診の利益・不利益等の適切な情報提供の方法の確立に資
する研究

齋藤　博 医療顧問 青森県立中央病院

155 がん対策推進総合研究事業
がん検診における‘Shared Decision Making’推進と利益不利
益バランスに基づく受診意思決定支援ツール開発のための研究

濱島　ちさと 教授 帝京大学
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156 がん対策推進総合研究事業
生まれ年度によるHPVワクチン接種環境の違いに着目した子宮頸
がん罹患リスクの評価・子宮頸がん検診受診勧奨手法の開発と
HPVワクチンの有効性評価

上田　豊 講師 大阪大学

157 がん対策推進総合研究事業
国際比較可能ながん登録データの精度管理および他の統計を併
用したがん対策への効果的活用の研究

松田　智大
全国がん
登録室長

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
ゲノム情報を活用した遺伝性腫瘍の先制的医療提供体制の整備
に関する研究

櫻井　晃洋 教授 札幌医科大学

159 がん対策推進総合研究事業
がん治療のどの時期にでも患者・家族や医療介護機関からアク
セス可能な緩和ケアリソース情報を有する地域緩和ケアネット
ワークシステムの構築

下山　理史 部長 愛知県がんセンター　研究所

160 がん対策推進総合研究事業
造血器腫瘍における遺伝子パネル検査の提供体制構築およびガ
イドライン作成

赤司　浩一 教授 九州大学

161 がん対策推進総合研究事業
がん登録を利用したがん検診の精度管理方法の検討のための研
究

松坂　方士 准教授 弘前大学

162 がん対策推進総合研究事業
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

163 がん対策推進総合研究事業
小児がんの子どもに対する充実した在宅医療体制整備のための
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

164 がん対策推進総合研究事業 高齢者がん診療ガイドライン策定とその普及のための研究 佐伯　俊昭 教授 埼玉医科大学

165 がん対策推進総合研究事業
高齢者消化器がん手術における診療指針策定と、指針普及・人
材育成を目指した協働型意思決定支援システムおよび病院評価
プログラムの開発

丸橋　繁 教授 福島県立医科大学
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166 がん対策推進総合研究事業
がん診療連携拠点病院等の施設間の支持療法の均てん化の実現
に資する研究

全田　貞幹 医長 国立研究開発法人国立がん研究センター

167 がん対策推進総合研究事業
がんリハビリ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 教授 慶應義塾大学

168 がん対策推進総合研究事業 がん患者の自殺予防プログラムの開発に向けた研究 藤森　麻衣子 室長 国立研究開発法人国立がん研究センター

169 がん対策推進総合研究事業 がん検診の精度管理における指標の確立に関する研究 高橋 宏和 室長 国立研究開発法人国立がん研究センター

170 がん対策推進総合研究事業 放射線療法の提供体制構築に資する研究 大西　洋 教授 国立大学法人山梨大学

171 がん対策推進総合研究事業
全ゲノム解析を基盤としたがんゲノム医療の実装に向けた患者
還元、解析・データセンター、ELSI体制構築についての研究

中釜　斉 理事長 国立研究開発法人国立がん研究センター

172 がん対策推進総合研究事業
AYA世代のがん患者に対するスマートフォンによる医療・支援モ
デル介入効果の検証

明智　龍男 教授 公立大学法人名古屋市立大学

173 がん対策推進総合研究事業
精神障害のある方に対するがん検診及びがん診療のアクセシビ
リティを向上するための実装研究

稲垣　正俊 教授 国立大学法人島根大学

174 がん対策推進総合研究事業 がん検診事業の評価に関する研究 高橋　宏和 室長 国立研究開発法人国立がん研究センター

175 がん対策推進総合研究事業
がん登録等の推進に関する法律の改正に向けた課題に関する研
究

東　尚弘
センター
長

国立研究開発法人国立がん研究センター

176 がん対策推進総合研究事業
新型コロナウイルス感染症によるがん診療及びがん検診などの
受診状況の変化及び健康影響の解明にむけた研究

高橋　宏和 室長 国立研究開発法人国立がん研究センター
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177 がん対策推進総合研究事業
小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法のエビデン
ス確立を目指した研究―安全性（がん側のアウトカム）と有効
性（生殖側のアウトカム）の確立を目指して

鈴木　直 教授 聖マリアンナ医科大学

178 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 筑波大学

179 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
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 奈良県立医科大学

180 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
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研究所

181 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
国立健康・栄養研究所

182 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　ヘルス
プロモーション研究センター

183 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

184 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

185 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 帝京大学大学院

186 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 教授 京都大学
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187 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

188 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 田中　栄 教授
東京大学
医学部附属病院

189 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

190 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

191 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

192 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 林　基哉 教授 北海道大学

193 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リスクの評価
ツールの開発及び臨床応用のための研究

村上　義孝 教授 東邦大学

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、飲酒等生活習慣の実態把握及び生活習慣の改善に向けた
研究

尾﨑　米厚 教授 鳥取大学

195 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
加熱式たばこの健康影響評価のためバイオマーカーを用いた評
価手法の開発

大森　久光 教授 熊本大学

196 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 加熱式タバコの急性影響を評価する疫学実証研究 田淵　貴大 副部長 大阪国際がんセンター

197 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
最新研究のレビューに基づく「健康づくりのための身体活動基
準2013」及び「身体活動指針（アクティブガイド）」改定案と
新たな基準及び指針案の作成

澤田 亨 教授 早稲田大学

19



No. 研究事業名 研究課題名 研究代表者 職名 所属施設

198 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
オンライン特定保健指導・オンライン診療 における PHR 活用
による行動変容に関する研究

米田　隆 教授 金沢大学

199 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
公衆衛生領域を中心とした自治体栄養士育成プログラム開発の
ための研究

由田 克士 教授 大阪市立大学

200 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
「健康な食事」の基準の再評価と基準に沿った食事の調理・選
択に応じた活用支援ガイドの開発

林 芙美 准教授 女子栄養大学

201 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
地域特性に応じた地域・職域連携推進事業の効果的な展開のた
めの研究

津下　一代 特任教授 女子栄養大学

202 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及び有効性
等の検証のための
研究

坂井 信幸 部長 神戸市立医療センター中央市民病院

203 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究 山内　敏正 教授
東京大学医学部附属病院

204 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
糖尿病神経障害・糖尿病足病変の診断ガイドラインならびに管
理法の確立

中村　二郎 教授 愛知医科大学

205 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
心臓大血管救急におけるICTを用いた革新的医療情報連携方法の
普及と広域救急医療体制確立に資する研究

東　信良 教授 旭川医科大学

206 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 国民健康・栄養調査の質の確保・向上のための基盤研究 瀧本　秀美 部長
国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄
養研究所

207 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
喫煙室の形態変更に伴う受動喫煙環境の評価及び課題解決に資
する研究

大和　浩 教授 産業医科大学

208 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 我が国における公衆衛生学的観点からの健康診査の評価と課題 和田　高士 教授 東京慈恵会医科大学
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209 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
国民の健康づくり運動の推進に向けたＮＣＤ対策における諸外
国の公衆衛生政策の状況とその成果の分析のための研究

中村　良太 准教授 国立大学法人　一橋大学

210 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
循環器病に関する適切な情報提供・相談支援のための方策と体
制等の効果的な展開に向けた研究

宮本　享 教授 国立大学法人　京都大学

211 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 健康寿命延伸を目指した禁煙支援のための研究 島津　太一 室長 国立研究開発法人国立がん研究センター

212 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
適切な睡眠・休養促進に寄与する「新・健康づくりのための睡
眠指針」と連動した行動・習慣改善ツール開発及び環境整備

栗山　健一 部長 国立精神・神経医療研究センター

213 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
糖尿病など生活習慣病対策の地域格差の把握とその改善―日本
医師会かかりつけ医データベースJ-DOME を活用して―

野田　光彦 病院教授 国際医療福祉大学市川病院

214 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
特定健康診査および特定保健指導における問診項目の妥当性検
証と新たな問診項目の開発研究

中山　健夫 教授 京都大学

215 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 新しい生活様式における適切な健診実施と受診に向けた研究 杉森　裕樹 教授 大東文化大学

216 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
地域住民を対象とした生活習慣病予防等健康づくりの推進のた
めの栄養・運動・休養複合型プログラム（対面・オンラインハ
イブリット型）の開発に向けた基盤研究

山田　宏 教授 和歌山県立医科大学

217 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
管理栄養士養成施設における管理栄養士の卒前・卒後教育の充
実に向けた研究

中村　丁次 学長 神奈川県立保健福祉大学

218 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
新型コロナウイルス感染症流行による 子ども の食生活 変化
とその社会経済的要因の解明のための研究

森崎　菜穂 室長 国立成育医療研究センター
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219 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
行動経済学を用いた健康無関心層の類型化に基づく効果的な保
健指導手法の確⽴ 山本　精一郎

特任研究
部長

国立がん研究センター

220 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
Value-based medicine の推進に向けた循環器病の疾患管理シス
テムの構築に関する研究

飯原　弘二 病院長 国立循環器病研究センター

221 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
循環器病対策推進基本計画に基づいた、都道府県の有用な目標
指標の設定のための研究

平田　健一 教授 神戸大学

222 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
循環器病に係る急性期から回復期・慢性期へのシームレスな医
療提供体制の構築のための研究

宮本　恵宏
センター
長

国立循環器病研究センター

223 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
成人期における口腔の健康と全身の健康の関係性の解明のため
の研究

小坂　健 教授 東北大学

224 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
検診情報と栄養情報の標準的なデータ項目・様式・交換方式を
ＦＨＩＲ準拠仕様として開発する研究

大江　和彦 教授 東京大学

225 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
弁膜症、狭心症等の循環器病診療の標準化・適正化に資する研
究

林田　健太郎
特任准教
授

慶應義塾大学

226 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

227 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

228 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
大規模災害時における避難所等での適切な食事の提供に関する
研究

須藤　紀子 准教授 お茶の水女子大学

229 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税品の成分分析と受動喫煙によ
る健康影響の研究

稲葉　洋平
上席主任
研究官

国立保健医療科学院
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230 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
国民代表集団のコホート研究によるウィズ・コロナ時代の健康
格差・健康寿命の規定要因の解明および健康調査のオンライン
化の検討：NIPPON DATA80/90/2010

三浦　克之 教授 滋賀医科大学

231 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
新しい生活様式による生活習慣の変化とその健康影響の解明お
よび支援方法の開発に関する研究－生活習慣病予防および健康
の維持増進の観点から－

山本　精一郎
特任研究
部長

国立研究開発法人がん研究センター

232 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等の一次救命処置のさらなる普及と検証体制構築
の促進及び二次救命処置の適切な普及に向けた研究

坂本　哲也 教授 帝京大学

233 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

234 女性の健康の包括的支援政策研究事業
多様な世代の女性に対する情報メディアを通じたアプローチの
実践と情報発信基盤の構築に向けた研究

藤井　知行 教授 東京大学

235 女性の健康の包括的支援政策研究事業
多様化した女性の活躍の場を考慮した女性の健康の包括的支援
の現状把握および評価手法の確立に向けた研究

飯島　佐知子 教授 順天堂大学

236 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

237 難治性疾患政策研究事業 指定難病の普及・啓発に向けた包括的研究 和田　隆志 理事 国立大学法人金沢大学

238 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 病院長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

239 難治性疾患政策研究事業 難病患者の総合的地域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

240 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 山田　正仁 副院長 国家公務員共済組合連合会　九段坂病院
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241 難治性疾患政策研究事業 難病に関するゲノム医療推進にあたっての統合研究 水澤　英洋

理事長特
任補佐・
名誉理事
長

国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

242 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

243 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を利用した診断基準及び重症度
分類の妥当性評価と改訂に関する研究

讃岐 徹治 准教授 公立大学法人名古屋市立大学

244 難治性疾患政策研究事業
MECP2重複症候群及びFOXG１症候群、CDKL5症候群の臨床調査研
究

伊藤 雅之 室長
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

245 難治性疾患政策研究事業 Schaaf-Yang症候群の診断基準策定と疫学に関する研究 齋藤 伸治 教授 公立大学法人名古屋市立大学

246 難治性疾患政策研究事業
慢性活動性EBV感染症と類縁疾患の疾患レジストリ情報に基づい
た診療ガイドライン改定

木村 宏 教授
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大
学

247 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

248 難治性疾患政策研究事業
多系統蛋白質症(MSP)患者の全国実態調査と診療体制構築に関す
る研究

山下 賢 准教授 国立大学法人熊本大学

249 難治性疾患政策研究事業
消化管過誤腫性腫瘍好発疾患群の小児から成人へのシームレス
な診療体制構築のための研究

杉山 佳子（中
山 佳子）

准教授 国立大学法人信州大学

250 難治性疾患政策研究事業 中性脂肪蓄積心筋血管症の診療体制の構築 平野 賢一 特任教授 国立大学法人大阪大学

251 難治性疾患政策研究事業
早産児ビリルビン脳症の診療指針の改訂および包括的診療体制
の確立

奥村 彰久 教授 愛知医科大学
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252 難治性疾患政策研究事業 神経核内封入体病(NIID)の臨床疫学調査および疾患概念確立 曽根 淳 講師 愛知医科大学

253 難治性疾患政策研究事業
新生児慢性肺疾患の診断基準・病型分類の策定、疾患レジスト
リの構築、および診療ガイドラインの作成に関する研究

難波 文彦 准教授 埼玉医科大学

254 難治性疾患政策研究事業
小児から成人期発症遺伝性QT延長症候群の突然死予防に関する
研究

相庭 武司 部長
国立研究開発法人国立循環器病研究セン
ター

255 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 特任教授 国立大学法人弘前大学

256 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 兵庫医科大学

257 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

258 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 客員教授 国立大学法人東北大学

259 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 特任教授 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 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

261 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QOL向上に資する大規
模多施設研究

菅野 伸彦
寄付講座
教授

国立大学法人大阪大学
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262 難治性疾患政策研究事業
性分化・性成熟異常を伴う内分泌症候群（プラダーウイリ症候
群・ヌーナン症候群を含む）の診療水準向上を目指す調査研究

緒方 勤
特命研究
教授

国立大学法人浜松医科大学

263 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 岳野 光洋 准教授 日本医科大学

264 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・疾患レジストリに関する研究

藤本 学 教授 国立大学法人大阪大学

265 難治性疾患政策研究事業
キャッスルマン病、TAFRO症候群、類縁疾患の診療ガイドライン
の策定や更なる改良に向けた国際的な総意形成を踏まえた調査
研究

川上 純 教授 国立大学法人長崎大学

266 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)における難病の医療水準の
向上や患者のQOL向上に資する研究

宮本 享 教授 国立大学法人京都大学

267 難治性疾患政策研究事業
乳児～成人の好酸球性消化管疾患、良質な医療の確保を目指す
診療提供体制構築のための研究

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

268 難治性疾患政策研究事業
呼吸器系先天異常疾患の診療体制構築とデータベースおよび診
療ガイドラインに基づいた医療水準向上に関する研究

臼井 規朗 局長
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

269 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

270 難治性疾患政策研究事業 ミトコンドリア病、レット症候群の調査研究 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

271 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

272 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
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大
学
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273 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

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 田中 篤 教授 帝京大学

275 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

森下 英理子 教授 国立大学法人金沢大学

276 難治性疾患政策研究事業
新生児スクリーニング対象疾患等の先天代謝異常症における生
涯にわたる診療体制の整備に関する研究

中村 公俊 教授 国立大学法人熊本大学

277 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 公立大学法人大阪大阪市立大学

278 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 平井 豊博 教授 国立大学法人京都大学

279 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・研究体制の発展 石倉 健司 教授 北里大学

280 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 坂本 泰二 教授 国立大学法人鹿児島大学

281 難治性疾患政策研究事業
神経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準・重症度分類・ガ
イドラインの妥当性と患者QOLの検証

桑原 聡 教授 国立大学法人千葉大学

282 難治性疾患政策研究事業
難治性血管腫・脈管奇形・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
理事長・
病院長

医療法人城内会

283 難治性疾患政策研究事業
前眼部難病の標準的診断基準およびガイドライン作成のための
調査研究

西田 幸二 教授 国立大学法人大阪大学

284 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 須田 隆文 教授 国立大学法人浜松医科大学
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285 難治性疾患政策研究事業
ライソゾーム病、ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィ
―を含む）における良質かつ適切な医療の実現に向けた体制の
構築とその実装に関する研究

奥山 虎之 統括部長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

286 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 浅田 秀夫 教授 公立大学法人奈良県立医科大学

287 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

288 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 久松 理一 教授 杏林大学

289 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

山崎 正志 教授 国立大学法人筑波大学

290 難治性疾患政策研究事業 稀少てんかんに関する包括的研究 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

291 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 中村 誠司 教授 国立大学法人九州大学

292 難治性疾患政策研究事業 運動失調症の医療水準、患者QOLの向上に資する研究班 小野寺 理 教授 国立大学法人新潟大学

293 難治性疾患政策研究事業
難治性小児消化器疾患の医療水準向上および移行期・成人期の
QOL向上に関する研究

田口 智章 学長 福岡医療短期大学

294 難治性疾患政策研究事業
神経皮膚症候群におけるアンメットニーズを満たす多診療科連
携診療体制の確立

錦織 千佳子
非常勤講
師

国立大学法人神戸大学

295 難治性疾患政策研究事業
難治性血管炎の医療水準・患者QOL向上に資する研究

針谷 正祥 教授 東京女子医科大学

296 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
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297 難治性疾患政策研究事業
先天異常症候群のライフステージ全体の自然歴と合併症の把
握：Reverse phenotypingを包含したアプローチ

小崎 健次郎 教授 慶應義塾大学

298 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、移行医療
体制の構築、診療ガイドライン確立に関する研究

西小森 隆太 教授 久留米大学

299 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 特任教授 国立大学法人信州大学

300 難治性疾患政策研究事業 神経変性疾患領域の基盤的調査研究 中島 健二 名誉院長
独立行政法人国立病院機構松江医療セン
ター（臨床研究部）

301 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
寄付講座
教授

国立大学法人東京医科歯科大学

302 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

303 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 秋山 真志 教授
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大
学

304 難治性疾患政策研究事業
原発性免疫不全症候群の診療ガイドライン改訂、診療提供体
制・移行医療体制構築、データベースの確立に関する研究

森尾 友宏 教授 国立大学法人東京医科歯科大学

305 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班 高尾 昌樹 部長
国立研究開発法人・国立精神神経医療研
究センター

306 難治性疾患政策研究事業
小児急性脳症の早期診断・最適治療・ガイドライン策定に向け
た体制整備

髙梨 潤一 教授 東京女子医科大学

307 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
特命副院
長／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

308 難治性疾患政策研究事業
治験を目的とした、成人発症白質脳症のレジストリーと評価方
法に関する研究班

小野寺 理 教授 国立大学法人新潟大学
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309 難治性疾患政策研究事業
自己免疫性出血症診療の「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

310 難治性疾患政策研究事業 原発性脂質異常症に関する調査研究 斯波 真理子
非常勤研
究員

国立研究開発法人国立循環器病研究セン
ター

311 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 大薗 恵一 教授 国立大学法人大阪大学

312 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及び類縁疾患の医療水準
ならびに患者 QOL 向上に資する大規模多施設研究

冨田 哲也
寄附講座
教授

国立大学法人大阪大学

313 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
病院診療
医（出
向）

国立大学法人東京大学

314 難治性疾患政策研究事業
好酸球性副鼻腔炎における手術治療および抗体治療患者のＱＯ
Ｌ評価と重症化予防に関する研究

藤枝 重治 教授 国立大学法人福井大学

315 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救
命率の向上と生涯にわたる QOL改善のための総合的研究

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

316 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

317 難治性疾患政策研究事業
早老症のエビデンス集積を通じて診療の質と患者 QOLを向上す
る全国研究

横手 幸太郎 教授 国立大学法人千葉大学

318 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

319 難治性疾患政策研究事業 乳幼児期に重篤な視覚障害をきたす難病の診療体制の確立 仁科 幸子 診療部長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター
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320 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
解明と患者ケアの向上を目指した複数疾患領域統合多施設共同
疫学研究

小橋 元 教授 獨協医科大学

321 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の難病に対する医療お
よび移行期医療支援に関する研究

松永 達雄
部長／セ
ンター長

独立行政法人国立病院機構東京医療セン
ター

322 難治性疾患政策研究事業 小児慢性特定疾病児童等の自立支援に資する研究 檜垣 高史
寄附講座
教授

国立大学法人愛媛大学

323 難治性疾患政策研究事業
小児慢性特定疾病児童等および指定難病患者データベースと疾
病データベースとの連携による利活用推進研究

秋丸 裕司
研究調整
専門員

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所

324 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

325 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

326 腎疾患政策研究事業
慢性腎臓病患者（透析患者等を含む）に特有の健康課題に適合
した災害時診療体制の確保に資する研究

山川　智之 常務理事 公益社団法人日本透析医会

327 腎疾患政策研究事業
慢性腎臓病（CKD）患者に特有の健康課題に適合した多職種連携
による生活・食事指導等の実証研究

要　伸也 教授 杏林大学

328 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
都道府県アレルギー疾患医療拠点病院の機能評価指標に関する
研究

海老澤　元宏
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

329 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及び評価基盤の構築 森田　英明 室長
国立研究開発法人　国立成育医療研究セ
ンター

330 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と普及を目指す研究 海老澤　元宏
臨床研究
センター
長

国立病院機構相模原病院
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331 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
小児から若年成人での生物学的製剤の適正使用に関するエビデ
ンスの創出

滝沢　琢己 准教授 国立大学法人群馬大学

332 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

333 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
難治性・希少免疫疾患におけるアンメットニーズの把握とその
解決に向けた研究

宮前　多佳子 准教授 東京女子医科大学

334 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
アレルギー疾患患者（乳幼児～成人）のアンメットニーズとそ
の解決法の可視化に関する研究

藤澤　隆夫

名誉院
長・特別
診療研究
役

独立行政法人国立病院機構三重病院

335 免疫・アレルギー疾患政策研究事業 アレルギー疾患の多様性、生活実態を把握するための疫学研究 足立　雄一 教授 富山大学

336 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
大規模災害時におけるアレルギー疾患患者の問題の把握とその
解決に向けた研究

小林　茂俊 教授 帝京大学

337 免疫・アレルギー疾患政策研究事業
移行期JIAを中心としたリウマチ性疾患における患者の層別化に
基づいた生物学的製剤等の適正使用に資する研究

森　雅亮
寄付講座
教授

国立大学法人東京医科歯科大学

338 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

339 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－

田﨑　修
センター
長

長崎大学病院

340 移植医療基盤整備研究事業
脳死下、心停止後の臓器・組織提供における効率的な連携体制
の構築に資する研究

横田　裕行 教授 日本体育大学
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341 移植医療基盤整備研究事業
適切な末梢血幹細胞採取法の確立及びその効率的な普及による
非血縁者間末梢血幹細胞移植の適切な提供体制構築と、それに
伴う移植成績向上に資する研究

日野　雅之 教授 大阪市立大学

342 移植医療基盤整備研究事業
小児からの臓器提供にかかる基盤整備と普及・教育システムの
開発に関する研究

荒木　尚 准教授 埼玉医科大学

343 移植医療基盤整備研究事業
良質な臍帯血の効率的な採取と調整保存ならびに移植に用いる
臍帯血の選択と安全性に関わる運用に関する研究

加藤　剛二
管理監督
技術者

一般社団法人中部さい帯血バンク

344 移植医療基盤整備研究事業 心停止後臓器提供数の減少への効果的な対策に資する研究 湯沢　賢治
臨床研究
部長

国立病院機構水戸医療センター

345 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

346 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

347 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

348 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 東京医科歯科大学

349 長寿科学政策研究事業
要介護者に対する疾患別リハビリテーションから維持期・生活
期リハビリテーションへの一貫したリハビリテーション手法の
確立研究

三上　幸夫 准教授 和歌山県立医科大学

350 長寿科学政策研究事業
介護領域におけるエビデンスに基づく高齢者のリハビリテー
ションの適応等についての研究

西村　行秀 教授 岩手医科大学
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351 長寿科学政策研究事業 高齢者の口腔管理等の充実のための研究 平野　浩彦 部長 東京都健康長寿医療センター

352 長寿科学政策研究事業
嚥下機能低下に伴う服薬困難に対応するためのアルゴリズム等
作成のための研究

倉田　なおみ 客員教授 昭和大学

353 長寿科学政策研究事業
介護及び医療レセプト分析による疾患並びに状態別の最適訪問
看護提供パッケージの提案と自治体担当者向けの訪問看護実態
可視化ツールの開発

福井　小紀子 教授 東京医科歯科大学

354 長寿科学政策研究事業
PDCAサイクルに沿った介護予防の 取組推進のための通いの場等
の効果検証と評価の枠組み 構築に関する研究

藤原　佳典 研究部長 東京都健康長寿医療センター

355 長寿科学政策研究事業
早期の在宅療養移行及び療養継続支援における訪問看護による
効果測定及び評価のための研究

山本　則子 教授 東京大学

356 長寿科学政策研究事業
高齢者の自立支援・重度化防止を効果的に進めるための栄養専
門職と介護 職等による栄養・食生活支援体制の効果検証のため
の研究

本川　佳子 研究員 東京都健康長寿医療センター

357 長寿科学政策研究事業
在宅・介護施設等における事故報告に関連する事故の予防及び
再発防止の研究

種田　憲一郎
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

358 長寿科学政策研究事業 要介護高齢者等への医療ニーズを把握する指標の開発研究 松田　晋哉 教授 産業医科大学

359 長寿科学政策研究事業
自立支援に資する介護等の類型化及びエビデンスの体系的な整
理に関する研究

松田　晋哉 教授 産業医科大学

360 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

荒井　秀典 理事長  国立長寿医療研究センター
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361 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

362 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

国立精神・神経医療研究センター

363 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 国立がん研究センター

364 認知症政策研究事業
認知症の家族のための「パーソナルBPSDケア電子ノート」と
「疾患別認知行動療法プログラム」の開発と効果検証のための
研究

池田　学 教授 大阪大学

365 認知症政策研究事業
認知症者における抑うつ・無気力に対する治療法に関するエビ
デンス構築を目指した研究

井原　一成 教授 弘前大学

366 認知症政策研究事業
認知症施策の評価・課題抽出のための研究：領域横断・融合的
アプローチと大規模データベースの実践的活用

今中　雄一 教授 京都大学

367 認知症政策研究事業
療養場所の違いに応じた認知症者のエンドオブライフケア充実
に向けての調査研究―COVID-19 流行の影響も踏まえて―

三浦　久幸 部長 国立長寿医療研究センター

368 認知症政策研究事業 併存疾患に注目した認知症重症化予防のための研究 秋下　雅弘 教授 東京大学

369 認知症政策研究事業
軽度認知障害の人における進行予防と精神心理的支援のための
手引き作成と介入研究

櫻井　孝
センター
長

国立長寿医療研究センター

370 認知症政策研究事業
認知症者に対する最適な医療・ケアのあり方を支援する神経心
理検査等の評価法の幅広い利用に向けた指針策定に関する研究

大沢　愛子 医長 国立長寿医療研究センター
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371 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

国立大学法人長崎大学

372 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

373 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
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

374 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
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

375 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

376 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

377 障害者政策総合研究事業
青年期・成人期の自閉スペクトラム症および注意欠如多動症の
社会的課題に対応するプログラムの開発と展開

太田　晴久 準教授 昭和大学

378 障害者政策総合研究事業 障害児相談支援における基礎的知識の可視化のための研究 内山　登紀夫 教授 大正大学

379 障害者政策総合研究事業
障害者の高齢化による状態像の変化に係るアセスメントと支援
方法に関するマニュアルの作成のための研究

日詰　正文 部長
独立行政法人国立重度知的障害者総合施
設のぞみの園

380 障害者政策総合研究事業
強度行動障害者支援に関する効果的な情報収集と関係者による
情報共有、支援効果の評価方法の開発のための研究

日詰　正文 部長
独立行政法人国立重度知的障害者総合施
設のぞみの園
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381 障害者政策総合研究事業
障害者に対する社会リハビリテーション支援プログラム及びそ
の評価手法開発に関する研究

菊地　尚久
センター
長

千葉県千葉リハビリテーションセンター

382 障害者政策総合研究事業
地域で暮らす障害者の地域生活支援の実態把握及び効果的な支
援方法、その評価方法についての研究

田村　綾子 教授 聖学院大学

383 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者養成研修カリキュラ
ム及びテキストの開発のための研究

深津　玲子 部長 国立障害者リハビリテーションセンター

384 障害者政策総合研究事業
特別児童扶養手当（精神の障害）の認定事務の適正化に向けた
調査研究

本田　秀夫
教授（特
定雇用）

国立大学法人信州大学

385 障害者政策総合研究事業
療育手帳に係る統一的な判定基準の検討ならびに児童相談所等
における適切な判定業務を推進させるための研究

辻井　正次 教授 中京大学

386 障害者政策総合研究事業
補装具費支給制度等における適切なフォローアップ等のための
研究

高岡　徹
センター
長

横浜市総合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
障害者の支援機器開発に携わる医療・福祉・工学分野の人材育
成モデル構築に資する研究

出江　紳一 教授 国立大学法人東北大学

388 障害者政策総合研究事業 電話リレーサービスの担い手となる通訳者の養成のための研究 中野　聡子 准教授 国立大学法人群馬大学

389 障害者政策総合研究事業
アルコール依存症の早期介入から回復支援に至る切れ目のない
支援体制整備のための研究

木村　充
精神科診
療部長

独立行政法人国立病院機構久里浜医療セ
ンター

390 障害者政策総合研究事業
認知行動療法の技法を用いた効率的な精神療法の施行と普及お
よび体制構築に向けた研究

久我　弘典
センター
長

国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター
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391 障害者政策総合研究事業
治療抵抗性統合失調症薬の安全性の検証による望ましい普及と
体制構築に向けた研究

上野　雄文 部長
独立行政法人国立病院機構肥前精神医療
センター

392 障害者政策総合研究事業 高次脳機能障害の診断方法と診断基準に資する研究 三村　將 教授 慶應義塾大学

393 障害者政策総合研究事業 児童・思春期精神疾患の診療実態把握と連携推進のための研究 五十嵐　隆 理事長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

394 障害者政策総合研究事業
ペアレントトレーニングの効果測定のための日本語版児童愛着
面接/親子社会サポート評価面接/MRI 信号評価の実用化と実施
者養成研修カリキュラムの開発-オンライン提供を含めて

石井 礼花
届出診療
員

東京大学医学部附属病院

395 障害者政策総合研究事業
精神保健医療福祉施設におけるトラウマ（心的外傷）への対応
の実態把握と指針開発のための研究

西 大輔 准教授 東京大学大学院

396 障害者政策総合研究事業 ゲーム障害の診断・治療法の確立に関する研究 松﨑　尊信 医長
独立行政法人国立病院機構久里浜医療セ
ンター

397 障害者政策総合研究事業
WHO 統合国際診断面接第５版(CIDI 5.0)日本語版の開発と信頼
性・妥当性の検証および活用のための体制整備に資する研究

西　大輔 准教授 東京大学大学院

398 障害者政策総合研究事業
障害者の支援機器開発における モニター評価手法 の開発 及び
モニター評価 を実践する人材の育成プログラム開発のための研
究

二瓶　美里 准教授 東京大学

399 障害者政策総合研究事業
障害者の地域生活におけるICT を活用した障害福祉サービス等
の業務の効率化と効果の検証

辻井　正次 教授 中京大学

400 障害者政策総合研究事業
地域特性に応じた発達障害児の多領域連携における支援体制整
備に向けた研究

本田　秀夫
教授（特
定雇用）

信州大学

401 障害者政策総合研究事業
重症心身障害者の住まいの場の実態把握と課題解決のための研
究

田村 和宏 教授 立命館大学
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402 障害者政策総合研究事業 障害児(その疑い)の虐待予防のための研究 有村　大士 准教授 日本社会事業大学

403 障害者政策総合研究事業
障害分野の研修及び実地教育（OJT）の効果の検証及び効果的な
実施のための要因解明のための研究

小澤　温 教授 筑波大学

404 障害者政策総合研究事業
地域共生社会の実現に資する障害福祉人材の確保、養成のため
の研究

岩崎　香 教授 早稲田大学

405 障害者政策総合研究事業 障害特性に対応した住居の構造等の類型化のための研究 松田　雄二 准教授 東京大学

406 障害者政策総合研究事業
就労系障害福祉サービスの支給決定プロセスにおける職業的な
アセスメントを介した多機関連携のあり方に関する研究

前原　和明 准教授 秋田大学

407 障害者政策総合研究事業 精神科救急医療体制整備の均てん化に資する研究 杉山　直也
客員研究
員

国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

408 障害者政策総合研究事業
退院後の地域生活を見据えた切れ目ない診療モデルの普及と地
域生活支援体制の構築に向けた研究

伊豫 雅臣 教授
国立大学法人
千葉大学

409 障害者政策総合研究事業 医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 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

410 障害者政策総合研究事業
摂食障害に対する標準的な治療方法 心理的アプローチと身体的
アプローチ とその研修方法の開発及び普及に資する研究

中里　道子 主任教授 国際医療福祉大学

411 障害者政策総合研究事業

精神保健医療従事者による、新型コロナウイルス感染症や自然
災害等に起因した心のケアに対する心理的アセスメント及び応
急処置介入方法の適切な提供体制の構築と、それに伴うメンタ
ルヘルスの維持向上に資する研究

中尾　智博 教授 九州大学

412 障害者政策総合研究事業
効果的な集団精神療法の施行と普及および体制構築に資する研
究

藤澤　大介 准教授 慶應義塾大学
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413 障害者政策総合研究事業
睡眠薬・抗不安薬の処方実態調査ならびに共同意思決定による
適正使用・出口戦略のための研修プログラムの開発と効果検証
研究

高江洲　義和 准教授 琉球大学

414 障害者政策総合研究事業
就労系障害福祉サービス事業所におけるテレワークによる就労
の推進のための研究

山口　明日香 准教授 学校法人四国高松学園 高松大学

415 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
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

416 障害者政策総合研究事業
現状の障害認定基準の課題の整理ならびに次期全国在宅障害
児・者等実態調査の検討のための調査研究

飛松　好子 顧問 国立障害者リハビリテーションセンター

417 障害者政策総合研究事業
失語症の障害特性を考慮した適切な障害認定基準の作成に関す
る調査研究

三村　將 教授 慶應義塾大学

418 障害者政策総合研究事業
持続可能で良質かつ適切な精神医療とモニタリング体制の確保
に関する研究

竹島　正 客員教授 大正大学

419 障害者政策総合研究事業
技術革新を視野に入れた補装具の構造・機能要件策定のための
研究

中村　隆
義肢装具
士長

国立障害者リハビリテーションセンター

420 障害者政策総合研究事業 身体障害者補助犬使用希望者の訓練の効果測定のための研究 清野　絵 室長 国立障害者リハビリテーションセンター

421 障害者政策総合研究事業
リハビリテーション関連職等が支援機器の適切な選定・導入運
用時に用いるガイドラインの開発

井上　剛伸
福祉機器
開発部長

国立障害者リハビリテーションセンター

422 障害者政策総合研究事業 同行援護の担い手となる支援者の養成のための研究 森　浩一 総長 国立障害者リハビリテーションセンター

423 障害者政策総合研究事業
大規模疫学研究データと診療報酬明細書（レセプト）データを
用いた一般住民における入院外統合失調症及び統合失調症関連
障害の有病率推定方法の開発

太田　充彦 教授 藤田医科大学
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424 障害者政策総合研究事業
相談支援専門員とサービス管理責任者及び児童発達管理責任者
の連携に関する評価ツールの開発のための研究

近藤　尚也 講師 北海道医療大学

425 障害者政策総合研究事業
市町村及び保健所保健師等の精神保健福祉業務に係る業務量の
把握及び地域包括ケアシステムの構築に向けた必要な業務量の
算定に資する研究

藤井　千代 部長
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

426 障害者政策総合研究事業
デジタル機器及びソーシャル・ネットワーキング・サービス
（SNS）の使用がメンタルヘルスに与える影響の解明のための研
究

根岸　一乃 教授 慶應義塾大学

427 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

428 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

429 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための
研究

齋藤　智也
センター
長

国立感染症研究所

430 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 国立大学法人広島大学

431 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

432 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

433 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

宮入　烈 教授 浜松医科大学
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434 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
千葉県における一般診療所に対する抗菌薬適正使用を推進する
標準モデルを検証・推進するための研究

谷口　俊文 講師 国立大学法人千葉大学

435 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を推進する
ための研究

河合　康洋 室長 国立感染症研究所

436 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
公的医療の立場及び社会の立場からのワクチンの費用対効果の
評価研究

池田　俊也 教授 国際医療福祉大学

437 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ージメント
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のため
の研究

谷口　清州 院長 独立行政法人国立病院機構三重病院

438 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
「感染症の病原体を保有していないことの確認方法について」
の改定に資する研究

五十嵐　隆 理事長 国立成育医療研究センター

439 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エビデンス構築のための研究

神谷　元
主任研究
官

国立感染症研究所

440 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解析の手法及び病原体情報の共有に関
する研究

泉谷　秀昌 室長 国立感染症研究所

441 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

442 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

443 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・安全性等の評価に関わる
医療データベース構築のための探索的研究

中島　一敏 教授 大東文化大学
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444 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 ヘリコバクター属菌の薬剤耐性の対策に資する研究 柴山　恵吾 教授 国立大学法人東海大学機構名古屋大学

445 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・安全性と効果的適用に関する疫学研究 廣田　良夫
センター
長

医療法人相生会

446 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

447 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

国立国際医療研究センター

448 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

松岡　隆介 室長 国立感染症研究所

449 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
バイオテロ対策のための備蓄されている細胞培養痘そうワクチ
ンの備蓄等，バイオテロ病原体への検査対応，公衆衛生との関
連のあり方に関する研究

西條　政幸
客員研究
員

国立感染症研究所

450 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型コロナウイルス感染症等の感染症サーベイランス体制の抜
本的拡充に向けた人材育成と感染症疫学的手法の開発研究

鈴木　基
センター
長

国立感染症研究所

451 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制御のための、感染症発生状況、原因病原
体及び宿主動物の解析に基づくリスク評価と啓発に関する研究

今岡　浩一 室長 国立感染症研究所

452 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 特任教授 聖マリアンナ医科大学

453 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

454 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
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455 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型コロナワクチン追加接種並びに適応拡大にかかわる免疫持
続性および安全性調査（コホート調査）

伊藤　澄信 客員教授 順天堂大学

456 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
野生動物及び愛玩動物が保有する動物由来感染症の国内サーベ
イランスシステムの構築に資する研究

前田　健 部長 国立感染症研究所

457 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 結核対策推進に必要な基盤構築のための研究 加藤　誠也 所長 公益財団法人結核予防会

458 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型コロナワクチン等の有効性及び安全性の評価体制の構築に
向けた研究

鈴木　基
センター
長

国立感染症研究所

459 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
AMRに関するアジア太平洋ワンヘルス・イニシアチブ（ASPIRE）
の実行に関する研究

菅井　基行
センター
長

国立感染症研究所

460 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 公衆衛生体制の見直しと新たな体制構築のための政策研究 岡部　信彦 所長 川崎市健康安全研究所

461 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型コロナウイルス感染症による他疾患を含めた医療・医学に
与えた影響の解明に向けた研究-今後の新興感染症発生時の対策
の観点から-

門田　守人 会長 一般社団法人日本医学会連合

462 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 感染症危機対応医薬品等の利用可能性確保に関する研究 田辺　正樹 教授 国立大学法人三重大学

463 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型コロナウイルス感染症等の積極的疫学調査のあり方や人材
育成等に関する開発研究

砂川　富正
センター
長

国立感染症研究所

464 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
風しん第5期定期接種の対策期間延長における風しん予防接種促
進に関する研究

多屋　馨子 所長 神奈川県衛生研究所

465 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
今後の新興感染症の発生時に備えたサーベイランス戦略と枠組
みの開発

谷口　清州 病院長 国立病院機構三重病院
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466 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
新型コロナウイルス感染症に対する人と人の接触や人の移動の
低減を目的とした対策の有用性と課題の検討

押谷　仁 教授 国立大学法人東北大学

467 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
各種抗ウイルス効果を標榜している製品のSARS-CoV-2に対する
不活化効果の確認と実効性の高い感染対策法の確立

花木　秀明 教授 北里大学

468 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
感染症パンデミックに即応する臨床研究のための体制について
の国際調査および我が国の将来の体制整備に向けた研究

飯山　達雄 部長 国立国際医療研究センター

469 エイズ対策政策研究事業 エイズ動向解析に関する研究 羽柴　知恵子
外来副看
護師長

名古屋医療センター

470 エイズ対策政策研究事業 ＨＩＶ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
感染症科

471 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

472 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

国立国際医療研究センター

473 エイズ対策政策研究事業
ＨＩＶ感染症及びその併存疾患や関連医療費の実態把握のため
の研究

野田　龍也 准教授 奈良県立医科大学

474 エイズ対策政策研究事業 日本におけるＨＩＶ感染症の発生動向に関する研究 松岡　佐織
主任研究
官

国立感染症研究所

475 エイズ対策政策研究事業
健診施設を活用したＨＩＶ検査体制を構築し検査機会の拡大と
知識の普及に挑む研究

川畑　拓也
主幹研究
員

大阪健康安全基盤研究所

476 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
査体制の構築に向けた研究

横幕　能行
エイズ総
合診療部
長

名古屋医療センター
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477 エイズ対策政策研究事業
ＨＩＶ受検勧奨のための性産業従事者や事業者等に対する効果
的な介入に向けた研究

今村　顕史 部長 東京都立駒込病院

478 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に関す
る研究

塩野　徳史 准教授 大阪青山大学

479 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の整備に資
する研究

水島　大輔 医師 国立国際医療研究センター

480 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 特任教授 熊本大学

481 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評価と推進のための研究 白阪　琢麿
臨床研究
センター
長

大阪医療センター

482 エイズ対策政策研究事業 HIV・エイズの早期治療実現に向けての研究 谷口　俊文 講師 千葉大学

483 エイズ対策政策研究事業 地域におけるMSMのHIV感染・薬物使用予防策と支援策の研究 樽井　正義 理事 特定非営利活動法人ぷれいす東京

484 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

485 エイズ対策政策研究事業
拠点集中型のHIV診療から、地域分散型のHIV患者の医療・介護
体制の構築

猪狩　英俊 准教授 千葉大学

486 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～オール四国の体制の整備～

高田　清式 教授 愛媛大学

487 エイズ対策政策研究事業
HIV感染者の妊娠・出産・予後に関するコホート調査を含む疫学
研究と情報の普及啓発方法の開発ならびに診療体制の整備と均
てん化のための研究

喜多　恒和

周産期母
子医療セ
ンター長
兼　産婦
人科統括
部長

奈良県総合医療センター
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488 エイズ対策政策研究事業
オリンピック・パラリンピック・万博等の外国人の流入を伴う
イベントの開催に伴う性感染症のまん延を防ぐための介入方法
の確立と国際協力に関する研究

田沼　順子
医療情報
室長

国立国際医療研究センター

489 エイズ対策政策研究事業
HIV陽性者に対する精神・心理的支援のための身体科主治医と精
神科専門職の連携体制構築に資する研究

池田　学 教授 大阪大学

490 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

名古屋医療センター

491 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 天野　景裕 教授 東京医科大学

492 エイズ対策政策研究事業
血液製剤によるHIV/HCV重複感染患者に対する肝移植を含めた外
科治療に関する研究

江口　晋 教授 長崎大学大学院

493 エイズ対策政策研究事業
HIV感染症および血友病におけるチーム医療の構築と医療水準の
向上を目指した研究

渡邊　大 室長 大阪医療センター

494 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

495 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感染血友病等患者に合併する
腫瘍への包括的対策に関する研究

四柳　宏 教授 東京大学

496 エイズ対策政策研究事業
国内未承認エイズ治療薬等を用いたHIV感染症治療薬及びHIV感
染症至適治療法の開発に係る応用研究

天野　景裕 教授 東京医科大学

497 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
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498 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

499 肝炎等克服政策研究事業 肝炎総合政策の拡充への新たなアプローチに関する研究 考藤　達哉
センター
長

国立国際医療研究センター

500 肝炎等克服政策研究事業
肝炎等克服政策研究事業の企画及び評価に関する研究

松岡　隆介
国際協力
室　室長

国立感染症研究所

501 肝炎等克服政策研究事業
非ウイルス性を含めた肝疾患のトータルケアに資する人材育成
等に関する研究

江口　有一郎 所長 ロコメディカル総合研究所

502 肝炎等克服政策研究事業
ソーシャルメディア等を活用した肝炎ウイルス感染者の偏見差
別の解消を目指した研究

八橋　弘 副院長 国立病院機構長崎医療センター

503 肝炎等克服政策研究事業
新たな手法を用いた肝炎ウイルス検査受検率・陽性者受診率の
向上に資する研究

是永　匡紹
肝疾患研
修室長

国立国際医療研究センター

504 肝炎等克服政策研究事業
オーダーメードな肝炎ウイルス感染防止・重症化予防ストラテ
ジーの確立に資する研究

四柳　宏 教授 東京大学

505 肝炎等克服政策研究事業
ネットワーク社会における地域の特性に応じた肝疾患診療連携
体制構築に資する研究

金子　周一 教授 国立大学法人　金沢大学

506 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

507 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

508 地域医療基盤開発推進研究事業
医師確保計画を踏まえた効果的な医師偏在対策の推進について
の政策研究

小池　創一 教授 自治医科大学
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509 地域医療基盤開発推進研究事業
産科医師確保計画を踏まえた産科医療の確保についての政策研
究

村松　圭司 准教授 産業医科大学

510 地域医療基盤開発推進研究事業
小児科医師確保計画を踏まえた小児医療の確保についての政策
研究

吉村　健佑 特任教授 千葉大学

511 地域医療基盤開発推進研究事業 地域医療構想を踏まえた在宅医療の充実についての政策研究 松田　晋哉 教授 産業医科大学

512 地域医療基盤開発推進研究事業
地域における歯科疾患対策を推進するためのニーズの把握およ
び地域診断法を用いた評価方法の確立のための研究

福田　英輝
統括研究
官

国立保健医療科学院

513 地域医療基盤開発推進研究事業
新たな歯科医師臨床研修制度における評価方法の構築に向けた
基盤研究

田口　則宏 教授 鹿児島大学

514 地域医療基盤開発推進研究事業
病院薬剤師へのタスク・シフティングの実態と効果、推進方策
に関する研究

外山　聡 教授 新潟大学

515 地域医療基盤開発推進研究事業 医療安全に寄与する患者参加の推進に資する研究 永井　庸次 常任理事 公益社団法人全日本病院協会

516 地域医療基盤開発推進研究事業
“Deep Safety”（真の医療安全）実現に向けた法政策：医療安
全における「法との断絶」の克服を目指す比較研究

岩田　太 教授 神奈川大学

517 地域医療基盤開発推進研究事業
美容医療における合併症実態調査と診療指針の作成及び医療安
全の確保に向けたシステム構築への課題探索

大慈弥　裕之 客員教授 北里大学

518 地域医療基盤開発推進研究事業
横断的課題に広く対応し医療ICT 基盤上で活用される診療ガイ
ドラインの作成・編集・導入を推進するための研究

福岡　敏雄 部長 倉敷中央病院

519 地域医療基盤開発推進研究事業
身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への
支援に関する研究

山縣 然太朗 教授 山梨大学
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520 地域医療基盤開発推進研究事業
患者ニーズを踏まえた美容医療に関する調査と課題整理のため
の研究

秋田　定伯
理事長
病院長

医療法人城内会

521 地域医療基盤開発推進研究事業
医療機関の医療安全の連携の現状把握及び促進する手法の開発
に関する研究

飯田 修平 理事 全日本病院機構

522 地域医療基盤開発推進研究事業
医療の質および患者アウトカムの向上に資する、看護ニーズに
基づく適切な看護サービス・マネジメント手法の開発

林田 賢史
医療情報
部長

産業医科大学

523 地域医療基盤開発推進研究事業
浸水被害も含めた、新たな医療機関の事業継続計画(BCP)策定に
資する研究

本間 正人 教授 鳥取大学

524 地域医療基盤開発推進研究事業
人口動態や地域の実情に対応するへき地医療の推進を図るため
の研究

小谷 和彦 教授 自治医科大学

525 地域医療基盤開発推進研究事業
データ駆動で地域の実情に応じて医療提供体制構築を推進する
ための政策研究

今中 雄一 教授 京都大学

526 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 奈良県立医科大学

527 地域医療基盤開発推進研究事業
地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメ
ント研修プログラムの普及啓発のための研究

赤羽 学 部長 国立保健医療科学院

528 地域医療基盤開発推進研究事業
災害派遣精神医療チーム（DPAT)の活動期間及び質の高い活動内
容に関する研究

太刀川　弘和 教授 筑波大学

529 地域医療基盤開発推進研究事業
人生の最終段階における臨床経過ならびに死の徴候に関する研
究

小川 純人 准教授 東京大学
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530 地域医療基盤開発推進研究事業
在宅医療を必要とする患者像の検討と地域特性に合わせた在宅
医療提供体制の構築に関する研究

田宮 菜奈子 教授 筑波大学

531 地域医療基盤開発推進研究事業
第8次医療計画に向けた周産期センターの集約化・重点化と周産
期医療を担当する医師の確保・専門教育に関する研究

池田　智明 教授 三重大学

532 地域医療基盤開発推進研究事業 救急救命士が行う業務の質の向上に資する研究 坂本 哲也 教授 帝京大学

533 地域医療基盤開発推進研究事業 外傷患者に対する適切な救急医療提供体制の構築に資する研究 大友 康裕 教授 東京医科歯科大学

534 地域医療基盤開発推進研究事業
「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」最終評価と次期計
画策定に資する全国データの収集と歯科口腔保健データの動向
分析

三浦 宏子 教授 北海道医療大学

535 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

536 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 小井土　雄一 部長 国立病院機構災害医療センター

537 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

538 地域医療基盤開発推進研究事業
医療安全に専門性を有する医師人材養成および医療機関のリス
ク量測定に関する研究

長尾　能雅 教授 名古屋大学

539 地域医療基盤開発推進研究事業 地域医療構想の実現のためのNCDの利活用についての政策研究 宮田　裕章 特任教授 東京大学

540 地域医療基盤開発推進研究事業 長時間労働を行う医師の健康確保の手法等に関する研究 谷川　武 教授 順天堂大学

541 地域医療基盤開発推進研究事業 医師の適切な確保のための研究 今村　聡
センター
長

日本医師会
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542 地域医療基盤開発推進研究事業
看護師学校養成所２年課程（通信制）の入学要件等の見直しに
よる影響の評価

奥　裕美 教授 聖路加国際大学

543 地域医療基盤開発推進研究事業
特定行為研修修了者の複数配置に関する実態把握及び有効活用
に影響する要因の調査

酒井　郁子 教授 千葉大学

544 地域医療基盤開発推進研究事業
医療機関における医療安全および業務効率化に資する医薬品・
医療機器のトレーサビリティ確立に向けた研究

美代　賢吾
センター
長

国立国際医療研究センター

545 地域医療基盤開発推進研究事業
レジリエント・ヘルスケアによる医療の質向上・安全推進に資
する研究

中島　和江 招聘教授 大阪大学

546 地域医療基盤開発推進研究事業 医師の労働時間短縮のための手法に関する検討 馬場　秀夫 教授 熊本大学大学院

547 地域医療基盤開発推進研究事業 臨床研修の到達目標・方略・評価等の見直しに向けた研究 福井　次矢 院長 聖路加国際大学

548 地域医療基盤開発推進研究事業
JAMEP基本的臨床能力評価試験（GM-ITE:General Medicine In-
Training Examination）質向上についての研究

西﨑　祐史
先任准教
授

順天堂大学

549 地域医療基盤開発推進研究事業 医師養成課程を通じた偏在対策の効果検証のための研究 小池　創一 教授 自治医科大学

550 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 日本医師会

551 地域医療基盤開発推進研究事業
海外の制度等の状況を踏まえた離島・へき地等におけるオンラ
イン診療の体制の構築についての研究

原田　昌範 研究員 地域医療振興協会

552 地域医療基盤開発推進研究事業 医療専門職の実態把握に関する研究 小野　孝二 教授 東京医療保健大学

553 地域医療基盤開発推進研究事業 医療関係職種の養成教育における課題解決に資する研究 江頭　正人 教授 東京大学大学院
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554 地域医療基盤開発推進研究事業
Post-CC OSCEを国家試験化するにあたっての妥当性・信頼性・
公平性等の検証に関する研究

栗原　敏 理事長 医療系大学間共用試験実施評価機構

555 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 日本外科学会

556 地域医療基盤開発推進研究事業
今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育
の内容及び方法の確立のための研究

村上　明美 教授 神奈川県立保健福祉大学

557 地域医療基盤開発推進研究事業
医療分野の情報化の推進に伴う医療機関等におけるサイバーセ
キュリティ対策のあり方に関する調査研究

近藤　博史 教授 鳥取大学

558 地域医療基盤開発推進研究事業 次世代の医療情報標準規格への改定等に関する研究 大江　和彦 教授 東京大学

559 地域医療基盤開発推進研究事業 医療機関における医療機器安全管理の実態調査に関する研究 菊地　眞 理事長 医療機器センター

560 地域医療基盤開発推進研究事業 国内医療機器産業の業界支援に関する研究 櫻井　淳 准教授 岡山大学

561 地域医療基盤開発推進研究事業 ドクターヘリの効果的な運用と安全管理に関する研究 猪口　貞樹 客員教授 東海大学

562 地域医療基盤開発推進研究事業 医療の質評価と医療情報の提供に関する調査研究 福井　次矢 院長 聖路加国際大学

563 地域医療基盤開発推進研究事業 歯科技工業務に関する調査研究 大川　周治 教授 明海大学

564 地域医療基盤開発推進研究事業
歯科口腔保健の推進に資するう蝕予防のための手法に関する研
究

相田　潤 教授 東京医科歯科大学大学院

565 地域医療基盤開発推進研究事業 あん摩マッサージ指圧施術所の就業実態を把握するための研究 谷川　武 教授 順天堂大学
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566 地域医療基盤開発推進研究事業
がんゲノム医療の発展に資する情報連携基盤の構築に向けた標
準規格の開発研究

鈴木　達也
センター
長補佐

国立がん研究センター

567 地域医療基盤開発推進研究事業
災害時における医療機関の役割分担及び連携の検討に資する研
究

笠岡　俊志 教授 熊本大学

568 地域医療基盤開発推進研究事業
大規模災害発生の事前予測を踏まえた医療機関における事前避
難の方策の検討及び災害医療訓練の質の向上に関する研究

永田　高志
医官一等
陸佐

防衛省　自衛隊中央病院

569 地域医療基盤開発推進研究事業
数理最適化モデルによる小学校区グリットに基づく多組織連携
システム(MACS)の解析

中尾　博之 助教 岡山大学

570 地域医療基盤開発推進研究事業 医療に関する報告制度の実効性向上のための研究 松田　晋哉 教授 産業医科大学

571 地域医療基盤開発推進研究事業
医療現場や医療機関等における情報利活用に向けた医療用語の
標準化に関する研究

今井　健 准教授 東京大学

572 地域医療基盤開発推進研究事業
救急医療等における基盤整備のための情報項目等の標準化に資
する研究

久志本　成樹 教授 東北大学

573 地域医療基盤開発推進研究事業 医療機関における院内感染対策の質向上のための研究 吉田　正樹 教授 東京慈恵会医科大学

574 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

575 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

576 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 北條　理恵子
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

577 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
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578 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 主幹 株式会社アラキ製作所

579 労働安全衛生総合研究事業
労働災害防止を目的とした高年齢労働者の身体機能を簡易に測
定するためのプログラム開発と実装検証

岡　敬之
特任准教
授

東京大学

580 労働安全衛生総合研究事業 国際的な防爆規制に対する整合性確保のための調査研究 大塚　輝人
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

581 労働安全衛生総合研究事業 機械設備に係るリスクアセスメント支援システムの開発 齋藤　剛
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

582 労働安全衛生総合研究事業
建設工事における安全衛生の確保のための設計段階の措置の確
立に向けた研究

吉川　直孝
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

583 労働安全衛生総合研究事業 労働災害防止対策の推進と ESG 投資の活用に資する調査研究 永田　智久 准教授 産業医科大学

584 労働安全衛生総合研究事業 医療機関における治療と仕事の両立支援の推進に資する研究 立石　清一郎 准教授 産業医科大学

585 労働安全衛生総合研究事業
建設現場における建設工事従事者を対象とする新たな安全衛生
確保のための制度構築に資する研究

平岡　伸隆
主任研究
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

586 労働安全衛生総合研究事業
作業経験の異なる建設作業者のリスク回避の認知過程に関する
特性分析とリスク回避行動促進のための支援デバイスの検討

高橋　明子
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

587 労働安全衛生総合研究事業
職場における化学物質のリスクの認知と対処方法の分析を踏ま
えた自律的な化学物質管理支援の研修・評価デバイスの開発
（２１ＪＡ０２０１）

原　邦夫 教授 産業医科大学

588 労働安全衛生総合研究事業
障害をもつ労働者の労働災害の実態把握と安全衛生対策の確立
に資する研究

北原　照代
特任准教
授

滋賀医科大学
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589 労働安全衛生総合研究事業 職域での歯科口腔保健を推進するための調査研究 上條　英之 教授 東京歯科大学

590 労働安全衛生総合研究事業
フリーランスの業界団体における安全衛生対策と意識の実態把
握のための調査研究

横山　和仁 教授 国際医療福祉大学

591 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

592 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

593 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

594 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

595 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

596 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

597 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

598 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

599 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

松下　幸平
主任研究
官

国立医薬品食品衛生研究所
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600 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有害物質摂取量の評価とその手
法開発のための研究

堤　智明 室長 国立医薬品食品衛生研究所

601 食品の安全確保推進研究事業 食品衛生検査施設等の検査の信頼性確保に関する研究 渡辺　卓穂 副所長
一般財団法人食品薬品安全センター秦野
研究所

602 食品の安全確保推進研究事業
と畜・食鳥処理場におけるHACCP検証方法の確立と食鳥処理工程
の高度衛生管理に関する研究

朝倉　宏 部長 国立医薬品食品衛生研究所

603 食品の安全確保推進研究事業
非定型ＢＳＥ等動物プリオン病のヒトへの感染リスクの推定と
低減に資する研究

堀内　基広 教授 北海道大学

604 食品の安全確保推進研究事業
食中毒調査の迅速化・高度化及び広域食中毒発生時の早期探知
等に資する研究

大西　真 副所長 国立感染症研究所

605 食品の安全確保推進研究事業 動物性食品輸出の規制対策のための研究 穐山　浩 教授 星薬科大学

606 食品の安全確保推進研究事業
食品及び食品用容器包装に使用される新規素材の安全性評価に
関する研究

小川　久美子 部長 国立医薬品食品衛生研究所

607 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のための研究 朝倉　宏 部長 国立医薬品食品衛生研究所

608 食品の安全確保推進研究事業 既存添加物の品質向上に資する研究 杉本　直樹 室長 国立医薬品食品衛生研究所

609 食品の安全確保推進研究事業
加工食品の輸出拡大に向けた規格基準設定手法の確立のための
研究

中村　公亮 室長 国立医薬品食品衛生研究所

610 食品の安全確保推進研究事業
乳幼児期の玩具使用における健康被害防止に向けた有害性化合
物の曝露評価に関する研究

戸次　加奈江
主任研究
官

国立保健医療科学院
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611 食品の安全確保推進研究事業
ゲノム情報および機械学習を用いた腸管出血性大腸菌の高精度
型別モデルの構築

李　謙一
主任研究
官

国立感染症研究所

612 食品の安全確保推進研究事業
新規手法による食鳥肉におけるカンピロバクター汚染状況の調
査に関する研究

岡田　彩加 助教 岐阜大学

613 食品の安全確保推進研究事業
食品中の放射性物質の規制継続による線量低減効果に関する研
究 ～蓄積検査結果の有効活用による検証～

小山内　暢 助教 弘前大学

614 食品の安全確保推進研究事業
ヒト末梢血誘導型ミクログリア細胞技術を用いた食品の神経毒
性評価システムの開発

扇谷　昌宏 講師 旭川医科大学

615 食品の安全確保推進研究事業
食品行政における国際整合性の確保と食品分野の国際動向に関
する研究

渡邉　敬浩 室長 国立医薬品食品衛生研究所

616 食品の安全確保推進研究事業
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に関
する研究

渡邉　敬浩 室長 国立医薬品食品衛生研究所

617 食品の安全確保推進研究事業
輸出に向けて加工食品に用いられる食品添加物の安全性評価の
加速のための研究

窪崎　敦隆 室長 国立医薬品食品衛生研究所

618 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

619 食品の安全確保推進研究事業
香料を含む食品添加物の遺伝毒性から発がんに至る毒性評価ス
キーム確立に向けた基盤的研究

杉山 圭一 部長 国立医薬品食品衛生研究所

620 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
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621 食品の安全確保推進研究事業
野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの
改良に資する研究

前田 健 部長 国立感染症研究所

622 食品の安全確保推進研究事業
ワンヘルスに基づく食品由来薬剤耐性菌のサーベイランス体制
の強化ための研究

菅井 基行
センター
長

国立感染症研究所

623 食品の安全確保推進研究事業 自然毒等のリスク管理のための研究 鈴木 敏之
環境・応
用部門長

国立研究開発法人水産研究・教育機構

624 食品の安全確保推進研究事業 食中毒原因細菌の検査法の整備のための研究 工藤 由起子 部長 国立医薬品食品衛生研究所

625 食品の安全確保推進研究事業
食品中の動物用医薬品等の新たな評価管理手法の導入のための
研究

穐山 浩 教授 星薬科大学

626 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の検証に資する研究 五十君 静信 教授 東京農業大学

627 食品の安全確保推進研究事業
新型コロナウィルス感染症対策に取組む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 公立大学法人奈良県立医科大学

628 食品の安全確保推進研究事業
食品の安全性評価の迅速化・高度化に資する造精機能障害の新
規ハザード評価体系の基盤構築

横田 理
主任研究
官

国立医薬品食品衛生研究所

629 食品の安全確保推進研究事業
専門家と非専門家（消費者）のリスク認知の差に配慮した消費
者の行動変容を促す効果的なベネフィットリスクコミュニケー
ション推進確保に関する研究

種村 菜奈枝 室長
国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所

630 食品の安全確保推進研究事業
ゲノム編集食品の安全性確保に関する取り組みの周知とさらな
る安全性確保に寄与する手法の探求

田口 千恵 研究助手 国立医薬品食品衛生研究所
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631 食品の安全確保推進研究事業
妊活者を対象としたいわゆる健康食品（保健機能食品を除く）
の提供・消費の実態把握と課題抽出、及び安全確保のためのリ
スクコミュニケーション方策の確立に向けた研究

和田 安代
主任研究
官

国立保健医療科学院

632 食品の安全確保推進研究事業
経口曝露後のナノリスク解析に資するナノマテリアルの内分泌
代謝への影響解析

東阪 和馬 准教授 大阪大学

633 食品の安全確保推進研究事業
食品への混入が懸念されている環境中のマイクロプラスチック
の表面性状に着目した安全性研究

辻野 博文 准教授 大阪大学

634 食品の安全確保推進研究事業
臨床検査技術を応用した自然毒成分の新たな検出・定量法の樹
立

岡田 光貴 助教 京都橘大学

635 食品の安全確保推進研究事業
食品中の放射性物質の基準値施行後の検証とその影響評価に関
する研究

明石　真言 教授 東京医療保健大学

636 食品の安全確保推進研究事業
「健康食品」の安全性・有効性情報データベースを活用した健
康食品の安全性確保に関する研究

千葉　剛 部長
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所

637 食品の安全確保推進研究事業 食品の安全確保推進研究事業の総合的推進のための研究 豊福 肇 教授 国立大学法人　山口大学

638 食品の安全確保推進研究事業
食品分析の信頼性確保に資する外部標準法定量NMR（EC-qNMR）
の高度化及び標準化に関する研究

西﨑 雄三
主任研究
官

国立医薬品食品衛生研究所

639 カネミ油症に関する研究事業
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

辻　学 准教授 九州大学

640
医薬品・医療機器等レギ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

641
医薬品・医療機器等レギ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 教授 獨協医科大学
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642
医薬品・医療機器等レギ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と安定供給を確保する
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

643
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

日本の輸血医療における指針・ガイドラインの適切な運用方法
の開発

松本　雅則 教授 奈良県立医科大学

644
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

精神活性物質の迅速検出法ならびに有害作用評価法開発に関す
る研究

舩田　正彦
依存性薬
物研究室
長

国立精神・神経医療研究センター

645
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

国民のニーズに応える薬剤師の専門性のあり方に関する調査研
究

矢野　育子 教授 神戸大学

646
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

薬剤師の職能発揮のための薬学的知見に基づく継続的な指導等
の方策についての調査研究

益山　光一 教授 東京薬科大学

647
医薬品・医療機器等レギ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国家検定の最適化や国際整
合化を目指すための研究

石井　孝司 部長 国立感染症研究所

648
医薬品・医療機器等レギ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の迅速識別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

649
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

危険ドラッグと関連代謝物の有害作用評価と乱用実態把握に関
する研究

舩田　正彦
依存性薬
物研究室
長

国立精神・神経医療研究センター　精神
保健研究所

650
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

店舗販売業者等の管理者に求められる資質の研究 赤池　昭紀 客員教授 和歌山県立医科大学

651
医薬品・医療機器等レギ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 広島大学大学院医系科学研究科

652
医薬品・医療機器等レギ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
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653
医薬品・医療機器等レギ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

654
医薬品・医療機器等レギ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

655
医薬品・医療機器等レギ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

656
医薬品・医療機器等レギ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

657
医薬品・医療機器等レギ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

658
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

若年者を対象としたより効果的な薬物乱用予防啓発活動の実施
等に関する研究

永沼　章 理事
公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止セ
ンター

659
医薬品・医療機器等レギ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

660
医薬品・医療機器等レギ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 教授 東京理科大学

661
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

医療用医薬品の広告監視モニター事業の全施設対応化に伴う普
及啓発及び質の向上に関する研究

渡邊 伸一 教授 帝京平成大学

662
医薬品・医療機器等レギ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

田辺　晶代 医長 国立国際医療研究センター

663
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

医療情報データベースの活用推進に関する研究 宇山 佳明 部長 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

664
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
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
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665
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

妊婦・授乳婦における医薬品の安全性に関する情報提供の在り
方の研究

村島 温子
センター
長

国立成育医療研究センター

666
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

東南アジア地域で国際共同治験を計画する際の留意事項に関す
る研究

頭金 正博 教授 名古屋市立大学

667
医薬品・医療機器等レギ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・分析及び食
薬区分リスト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

668
医薬品・医療機器等レギ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
心理社会
研究室長

国立研究開発法人　国立精神・神経医療
研究センター

669
医薬品・医療機器等レギ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

670
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

生物学的製剤基準のあり方に関する研究 石井　孝司 部長 国立感染症研究所

671
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

薬事規制の国際調和における外部ステークホルダーの関与のあ
り方の研究

中村　健一 部長 国立がん研究センター中央病院

672
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

次期制度改正を見据えた医薬品市販後安全対策の再構築に関す
る研究

成川　衛 教授 北里大学

673
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

新たな形態の医療機器等をより安全かつ有効に使用するための
市販後安全対策のあり方に関する研究

宮島　敦子 室長 国立医薬品食品衛生研究所

674
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

薬害資料データ・アーカイブズの基盤構築・活用に関する研究 藤吉　圭二 教授 追手門学院大学

675
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

地域における効果的な薬剤師確保の取組に関する調査研究 安原　眞人 特任教授 帝京大学
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676
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

オンライン服薬指導の実施事例の調査と適正な実施に資する薬
剤師の資質向上のための方策についての調査研究

亀井　美和子 教授 帝京平成大学

677
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

薬剤師・薬局における災害時等対応についての調査研究 江川　孝 教授 福岡大学

678
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
研究事業

医薬品等のインターネット販売に対する監視手法の研究 吉田　直子 助教 金沢大学

679 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

680 化学物質リスク研究事業 家庭用品中の有害物質の規制基準に関する研究 河上　強志 室長 国立医薬品食品衛生研究所

681 化学物質リスク研究事業
トキシコゲノミクスとシステムバイオロジーとの融合による新
型化学物質有害性評価系の実装研究

相﨑　健一 室長 国立医薬品食品衛生研究所

682 化学物質リスク研究事業
室内空気汚染化学物質の標準試験法の開発・規格化および国際
規制状況に関する研究

酒井　信夫 室長 国立医薬品食品衛生研究所

683 化学物質リスク研究事業
OECDプロジェクトでの成果物を厚生労働行政に反映させるため
の研究

平林 容子
センター
長

国立医薬品食品衛生研究所

684 化学物質リスク研究事業
ナノマテリアル吸入曝露影響評価のための効率的慢性試験法の
開発に関する研究

広瀬　明彦 部長 国立医薬品食品衛生研究所

685 化学物質リスク研究事業
In silico予測手法の高度化とNew Approach Methodologyの活用
に基づく化学物質の統合的ヒト健康リスク評価系の基盤構築に
関する研究

山田　隆志 室長 国立医薬品食品衛生研究所
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686 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に関す
る研究

津田　洋幸 特任教授
公立大学法人
名古屋市立大学

687 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-に関する研究

髙橋 祐次 室長 国立医薬品食品衛生研究所

688 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

689 化学物質リスク研究事業
ガス状優先評価化学物質の長期毒性評価の迅速化・高度化に資
する短期小規模吸入曝露評価系の開発に関する研究

北嶋　聡 部長 国立医薬品食品衛生研究所

690 化学物質リスク研究事業
化審法における監視化学物質・優先評価化学物質の長期毒性評
価スキームの創出に関する研究

鰐渕　英機 教授 大阪市立大学

691 化学物質リスク研究事業
ナノマテリアルの物理化学的性状を考慮した肺、胸腔及び全身
臓器における有害性の評価ならびに新規in vitro予測手法の開
発に関する研究

内木　綾 准教授
公立大学法人
名古屋市立大学

692 化学物質リスク研究事業
ナノマテリアルの短期吸入曝露等による免疫毒性に関するin
vitro/in vivo評価手法開発のための研究

足利　太可雄
主任研究
官

国立医薬品食品衛生研究所

693 化学物質リスク研究事業
エクソソームRNAを毒性指標とした次世代型催奇形性評価法の開
発に資する研究

小野　竜一 室長 国立医薬品食品衛生研究所

694 化学物質リスク研究事業
ナノマテリアルの胎盤毒性解析とその評価基盤の構築に関する
研究

堤　康夫 教授 大阪大学

695 化学物質リスク研究事業 甲状腺に対する化学物質の影響を評価する手法の研究 豊田　武士 室長 国立医薬品食品衛生研究所
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696 化学物質リスク研究事業
化学物質誘導性の甲状腺機能低下症における次世代影響評価に
関する総合研究

中西　剛 教授 岐阜薬科大学

697 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

感染症危
機管理研
究セン
ター長

国立感染症研究所

698 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

699 健康安全・危機管理対策総合研究事業
地方衛生研究所における即応体制と相互支援等の確立に対する
研究

調 恒明 所長 山口県環境保健センター

700 健康安全・危機管理対策総合研究事業
『新しい生活様式』に即した環境因子の変化に伴う熱中症発症
因子の検討

横堀 將司
大学院教
授

日本医科大学

701 健康安全・危機管理対策総合研究事業
オールハザード・アプローチによる公衆衛生リスクアセスメン
ト及びインテリジェンス機能の確立に資する研究

冨尾 淳 部長 国立保健医療科学院

702 健康安全・危機管理対策総合研究事業 本邦における重症熱中症の実態把握に向けた研究 三宅 康史 教授 帝京大学

703 健康安全・危機管理対策総合研究事業
災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の研修の質の向上に向
けた研究

服部　希世子 所長 熊本県天草保健所

704 健康安全・危機管理対策総合研究事業
新型コロナウイルス感染症を踏まえたデュアルユース性が懸念
される公衆衛生研究の国際動向及び倫理規範・監督体制確立の
ための研究

三成　寿作
特定准教
授

京都大学

705 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
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706 健康安全・危機管理対策総合研究事業
地方衛生研究所における感染症等による健康危機の対応体制強
化に向けた研究

髙崎　智彦 所長 神奈川県衛生研究所

707 健康安全・危機管理対策総合研究事業
市町村保健師の災害時保健活動遂行能力の向上のための教育教
材及びその活用マニュアルの作成と検証

春山　早苗 教授 自治医科大学

708 健康安全・危機管理対策総合研究事業
災害時保健活動の体制整備に関わる保健師の連携強化に向けた
研究

宮崎　美砂子 教授 国立大学法人千葉大学

709 健康安全・危機管理対策総合研究事業
障がい者の熱中症発生の実態に基づいた予防の支援方法に関す
る研究

緒方　徹 教授 国立大学法人東京大学

710 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 熊本県人吉保健所

711 健康安全・危機管理対策総合研究事業
シームレスな垂直・水平統合を指向した社会医学系領域の医師
のキャリアとコンピテンシーの確立

和田　裕雄
先任准教
授

順天堂大学

712 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 国立大学法人浜松医科大学

713 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 国立大学法人北海道大学

714 健康安全・危機管理対策総合研究事業
水道の基盤強化に資する技術の水道システムへの実装に向けた
研究

清塚　雅彦 常務理事 公益財団法人水道技術研究センター

715 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持続可能な維持管理に関する統合的研
究

浅見　真理
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

716 健康安全・危機管理対策総合研究事業 水道スマートメーター 導入に 向けた データ利活用の検討 大瀧　友里奈 教授
国立大学法人
一橋大学
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717 健康安全・危機管理対策総合研究事業
気候変動に伴う水道システムの生物障害等リスク評価とその適
応性の強化に向けた研究

秋葉　道宏
主任研究
官

国立保健医療科学院

718 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

719 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における空気調和設備等の適切な運用管理
手法の研究

林　基哉 教授 国立大学法人北海道大学

720 健康安全・危機管理対策総合研究事業
クリーニング店に持ち込まれる衣類の 微生物汚染に起因する感
染事故リスクとその防止法の検討

林　俊治 教授 北里大学

721 健康安全・危機管理対策総合研究事業
特定建築物における室内空気中化学物質の実態把握のための研
究

小林　健一
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

722 健康安全・危機管理対策総合研究事業 興行場における衛生的な環境確保のための研究 開原　典子
主任研究
官

国立保健医療科学院

723 健康安全・危機管理対策総合研究事業
旅館及び公衆浴場における伝染病の疾病の範囲の設定のための
研究

山岸　拓也 室長 国立感染症研究所

724 健康安全・危機管理対策総合研究事業
感染症対策を踏まえた建物内部の適切な清掃手法等の検証及び
確立のための研究

阪東　美智子
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

725 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

726 健康安全・危機管理対策総合研究事業
CBRNEテロリズム等の健康危機事態における対応能力の向上及び
人材強化に関わる研究

近藤　久禎 次長 独立行政法人国立病院機構本部
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