
プロジェクト/分野 AMED事業名 担当課室 ポンチ絵 ワード プロジェクト/分野 厚労科研事業名 ポンチ絵 ワード

創薬基盤推進研究経費 医政局研究開発振興課 3 4

臨床研究・治験推進研究経費 医政局研究開発振興課 4 9

医薬品等規制調和・評価研究経費 医薬・生活衛生局総務課 5 14
食品医薬品等リスク分析
研究経費

医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ政
策研究経費

50 204

創薬支援推進事業 大臣官房厚生科学課 6 20

オールジャパンでの医療
機器開発

医療機器開発推進研究経費 医政局研究開発振興課 8 22

早期探索・国際水準臨床研究経費 医政局研究開発振興課 10 26

(仮）革新的医療シーズ実用化研究事
業費

医政局研究開発振興課 11 29

再生医療の実現化ハイ
ウェイ構想

再生医療実用化研究経費 医政局研究開発振興課 13 34

疾病克服に向けたゲノム
医療実現化プロジェクト

ゲノム創薬基盤推進研究事業 医政局研究開発振興課 15 38

ジャパン・キャンサーリ
サーチ・プロジェクト

革新的がん医療実用化研究経費 健康局がん・疾病対策課 17 41
がん対策推進総合研究
経費

がん政策研究経費 13 140

認知症研究開発経費 老健局総務課 19 45 認知症政策研究経費 28 165

障害者対策総合研究開発経費 障害保健福祉部企画課 20 50 障害者政策総合研究経費 30 170

新興・再興感染症制御プ
ロジェクト

新興・再興感染症に対する革新的医
薬品等開発推進研究経費

健康局結核感染症課 22 53
感染症対策総合研究経
費

新興・再興感染症及び予防接種政策推
進研究経費

32 175

難病克服プロジェクト 難治性疾患克服研究経費 健康局難病対策課 25 56
生活習慣病・難治性疾患
克服総合研究経費

難治性疾患等政策研究経費
　うち難治性疾患等政策研究事業

19 150

地球規模保健課題解決推進のための
研究経費 　うち国際課分

大臣官房国際課 27 58 行政政策研究経費
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経費

9 131

地球規模保健課題解決推進のための
研究経費 　うち厚生科学課分

大臣官房厚生科学課 28 62

成育疾患克服等総合研究経費
雇用均等・児童家庭局母子
保健課

29 64
成育疾患克服等次世代
育成基盤研究経費

健やか次世代育成総合研究経費 11 137

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対
策実用化研究経費

健康局健康課 30 67
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策
政策研究経費

15 143

女性の健康の包括的支援実用化研究
経費

健康局健康課 32 74 女性の健康の包括的支援政策研究経費 16 147

難治性疾患等克服研究経費
　うち腎疾患実用化研究経費

健康局難病対策課 35 78

難治性疾患等克服研究経費
　うち免疫アレルギー疾患等実用化研
究経費（免疫アレルギー疾患実用化研
究分野）

健康局難病対策課 36 80
難治性疾患等政策研究経費
　うち免疫アレルギー疾患等政策研究経
費（免疫アレルギー疾患政策研究分野）

20 152

難治性疾患等克服研究経費
　うち免疫アレルギー疾患等実用化研
究経費（移植医療技術開発研究分野）

健康局難病対策課 38 83
難治性疾患等政策研究経費
　うち免疫アレルギー疾患等政策研究経
費（移植医療基盤整備研究分野）

22 156

慢性の痛み解明研究経費 健康局難病対策課 40 86 慢性の痛み政策研究経費 24 160

長寿科学研究開発経費 老健局総務課 41 88 長寿・障害総合研究経費 長寿科学政策研究経費 26 162

障害者対策総合研究開発経費 障害保健福祉部企画課 43 92

エイズ対策実用化研究経費 健康局結核感染症課 44 95 エイズ対策政策研究経費 34 178

肝炎等克服実用化研究経費 健康局肝炎対策推進室 47 98 肝炎等克服政策研究経費 36 182

「統合医療」に係る医療の質向上・科
学的根拠収集研究経費

医政局総務課 50 103

臨床研究等ＩＣＴ基盤構築研究経費 大臣官房厚生科学課 51 106 行政政策研究経費
政策科学総合研究経費
　うち臨床研究等ＩＣＴ基盤構築研究経費

6 126

開発途上国・新興国等における医療技
術等実用化研究経費

医政局総務課 55 111

医療研究開発推進事業費 安全衛生部計画課 56 114
労働安全衛生総合研究
経費

労働安全衛生総合研究経費 45 192

政策評価官室
政策科学総合研究経費
　うち政策科学推進研究経費

3 119

大臣官房統計情報部企画
課

政策科学総合研究経費
　うち統計情報総合研究経費

5 123

医政局総務課
地域医療基盤開発推進
研究経費

地域医療基盤開発推進研究経費 39 187

生活衛生・食品安全部企画
情報課

食品の安全確保推進研究経費 47 197

生活衛生・食品安全部企画
情報課

カネミ油症に関する研究経費 49 201

医薬・生活衛生局化学物質
安全対策室

化学物質リスク研究経費 51 208

健康局健康課
健康安全・危機管理対策
総合研究経費

健康安全・危機管理対策総合研究経費 54 215

大臣官房厚生科学課 新規 ELSI研究事業（仮称） 56 225

平成29年度事業実施方針(案)対応表

食品医薬品等リスク分析
研究経費

新規

長寿・障害総合研究経費

生活習慣病・難治性疾患
克服総合研究経費

生活習慣病・難治性疾患
克服総合研究経費

感染症対策総合研究経
費

オールジャパンでの医薬
品創出

革新的医療技術創出拠
点プロジェクト

脳とこころの健康大国実
現プロジェクト

その他（厚生労働科学に
係る医療分野の研究開
発）

行政政策研究経費
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