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No. 研究事業名 研究課題名 研究代表者 職名 所属施設

1 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
医療情報の活用のための疾病及び関連保健問題の国際統計分類
のあり方に関する研究

今村　知明 教授 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） 国際生活機能分類児童版（ICF-CY）の妥当性に関する研究 橋本　圭司 医長
国立研究開発法人成育医療研究センター
病院

3 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 就業状態の変化と積極的労働市場政策に関する研究 山本　勲 教授 慶應義塾大学

4 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
人口減少期に対応した人口・世帯の動向分析と次世代将来推計
システムに関する総合的研究

石井　太 部長 国立社会保障・人口問題研究所

5 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 子どもの貧困の実態と指標の構築に関する研究 阿部　彩 教授 首都大学東京

6 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
こども虐待ボーダーライン事例に対する保健師の支援実践－ネ
グレクト事例に対する支援スキルの開発－

小笹　美子 教授 国立大学法人島根大学

7 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
若年性認知症と高次脳機能障害者の社会保障のあり方に関する
調査研究

八重田　淳 准教授 国立大学法人筑波大学

8 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
社会的養護等の子どもに対する社会サービスの発展に関する国
際比較研究－循環型発展プロセスの課題と文脈の分析－

木村　容子 准教授 日本社会事業大学

9 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的な活用のた
めの持続的な評価と計画への反映のあり方に関する研究

泉田　信行 部長 国立社会保障・人口問題研究所

平成２８年度厚生労働科学研究費補助金採択課題一覧
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No. 研究事業名 研究課題名 研究代表者 職名 所属施設

10 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
地方公共団体が行う子ども虐待事例の効果的な検証に関する研
究

奥山　眞紀子
副院長・
部長

国立研究開発法人成育医療研究センター
病院

11 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
社会保障制度の制度改正の政策効果及び人口減少と世帯の多様
性に対応した社会保障制度・地域のあり方に関する研究

菅原　琢磨 教授 法政大学

12 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
国際統計分類ファミリーに属する統計分類の改善や有用性の向
上に資する研究

緒方　裕光
センター
長

国立保健医療科学院

13 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 社会保障費用をマクロ的に把握する統計の向上に関する研究 勝又　幸子 部長 国立社会保障・人口問題研究所

14 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
老後所得保障における公的年金と私的年金の連携に関する比較
法研究

森戸　英幸 教授 慶應義塾大学

15 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 家族介護者に対する支援のあり方に関する調査研究 田宮　菜奈子
教授・分
野長

国立大学法人筑波大学

16 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 真のエイジング・イン・プレイス実現に向けた包括的実証研究 田宮　菜奈子
教授・分
野長

国立大学法人筑波大学

17 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
レセプト情報・特定健診等情報データベースの利活用の推進に
関する研究

大江　和彦 教授 国立大学法人東京大学医学部付属病院

18 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
働き方の変化に対応した今後の遺族年金制度のあり方に関する
調査研究

百瀬　優 准教授 流通経済大学
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19 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 在宅医療・在宅看取りの状況を把握するための調査研究 川越　雅弘 部長 国立社会保障・人口問題研究所

20 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 我が国の貧困の状況に関する調査分析研究 泉田　信行 部長 国立社会保障・人口問題研究所

21 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 社会的養護における人材育成等の課題に対する研究 新保　幸男 教授 神奈川県立保健福祉大学

22 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
我が国の制度的特徴を踏まえたかかりつけ医制度のあり方に関
する研究

松田　晋哉 教授 産業医科大学

23 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外来機能、アウトライヤー評価を含む病院
機能評価手法とセキュアなデータベース利活用手法の開発に関
する研究

伏見　清秀 教授 国立大学法人東京医科歯科大学

24 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）
医療経済評価の政策への応用に向けた標準的手法およびデータ
の確立と評価体制の整備に関する研究 福田　敬 部長 国立保健医療科学院

25
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

周産期関連の医療データベースのリンケージの研究 森　臨太郎 部長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

26
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

腎臓病データベースの拡充・連携強化と包括的データベースの
構築

柏原　直樹 教授 川崎医科大学

27
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

プライマリケアの日常診療におけるウイルス感染症スクリーニ
ング支援システムの構築

森川　和彦 医員 東京都立小児総合医療センター
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28
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

安全な薬物治療をリアルタイムで支援する臨床決断支援システ
ムの開発に関する研究

森本　剛 教授 兵庫医科大学

29
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

DPCとがん登録を軸としたデータベース拡充・連結についての研
究

東　尚弘 部長 国立研究開発法人国立がん研究センター

30
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

大規模データを用いた運動器疾患・呼吸器疾患・がん・脳卒中
等の臨床疫学・経済分析

康永　秀生 教授 国立大学法人東京大学

31
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

地域包括ケア実現のためのヘルスサービスリサーチ－二次デー
タ活用システム構築による多角的エビデンス創出拠点－

田宮　菜奈子
教授・分
野長

国立大学法人筑波大学

32
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

高齢者医療の適正化推進に向けたエビデンス診療ギャップの解
明－既存データベースを利用した、京都大学オンサイトセン
ターにおけるレセプト情報等データベース（NDB）の活用方策の
検討

中山　健夫 教授 国立大学法人京都大学

33
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

レセプト情報・特定健診等情報データベースを利用した医療需
要の把握・整理・予測分析および超高速レセプトビックデータ
解析基盤の整備

満武　巨裕
研究副部
長・主席
研究員

一般財団法人医療経済研究・社会保険福
祉協会医療経済研究機構

34
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

電子カルテ情報をセマンティクス（意味・内容）の標準化によ
り分析可能なデータに変換するための研究

宮本　恵宏
センター
長

国立研究開発法人国立循環器病研究セン
ター

35
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

電子カルテ情報をセマンティクス（意味・内容）の標準化によ
り分析可能なデータに変換するための研究

堀口　裕正 副部長
独立行政法人国立病院機構本部総合研究
センター

36
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

カルテ情報の自動構造化システムと疾患数理モデルの逐次的構
築、及び、自動構造化機能を有した入力機構の開発

荒牧　英治
特任准教
授

奈良先端科学技術大学院大学
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37
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

病理デジタル画像・人工知能技術を用いた、病理画像認識によ
る術中迅速・ダブルチェック・希少がん等病理診断支援ツール
の開発

佐々木　毅 准教授 国立大学法人東京大学

38
政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築研究
事業）

Deep Learning技術を用いた腎生検病理画像の自動分類による病
理診断の効率化と診断補助に関する研究

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
（統計情報総合研究）

患者調査に基づく受療状況の解析と総患者数の推計に関する研
究

橋本　修二 教授 藤田保健衛生大学

40
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

「疾病、傷害及び死因統計分類」の変更がわが国の厚生統計に
与える影響に関する研究

緒方　裕光
センター
長

国立保健医療科学院

41
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

国際比較を通じたICD-11に向けた漢方分類の妥当性の研究 渡辺　賢治 教授 慶應義塾大学

42
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

中高年者縦断調査を利用した高齢者の行動に関するグローバル
観点からの学際研究－雇用・年金・医療・介護に関する実証分
析－

北村　智紀
主任研究
員

株式会社ニッセイ基礎研究所

43
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

21世紀出生児縦断調査等の高度利用による家庭環境等と子ども
の健やかな成長との関連に関する学際的研究

池田　奈由 研究員
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所

44
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

死亡個票統計における循環器疾患関連死因の妥当性に関する検
討

橋本　英樹 教授 東京大学大学院

45
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

健康格差対策に必要な公的統計のあり方に関する研究 伊藤　ゆり
主任研究
員

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立成人病センター
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46
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

複数の厚生労働統計をリンケージしたデータによる医療提供体
制の現状把握と実証分析

高久　玲音
主任研究
員

一般財団法人医療経済研究・
社会保険福祉協会
医療経済研究機構

47
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

医療行為にかかわる分類の国際比較とその改善や利用価値の向
上に資する研究

川瀬　弘一 教授 聖マリアンナ医科大学

48
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

レセプトデータを活用した患者調査統計報告の手法に関する研
究

伊藤　澄信
センター
長

独立行政法人国立病院機構本部

49
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

適切な原死因記載のための教育コンテンツの開発 木下　博之 教授 国立大学法人香川大学

50
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

医療の質の評価指標としてのICF評価セット（日本版）および
データ収集ツールの作成

才藤　栄一 教授 藤田保健衛生大学

51
政策科学総合研究事業
（統計情報総合研究）

縦断調査を用いた中高年者の生活実態の変化とその要因に関す
る研究

金子　能宏 教授 国立大学法人一橋大学

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

エビデンスに基づく日本の保健医療制度の実証的分析 渋谷　健司 教授 国立大学法人東京大学大学院

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

東アジア、ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研
究

鈴木　透 部長 国立社会保障・人口問題研究所

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

持続可能性と科学的根拠に基づく保健関連ポストミレニアム開
発目標の指標決定のプロセス分析と評価枠組みに関する研究

三浦　宏子 部長 国立保健医療科学院
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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

ポスト国連ミレニアム開発目標における保健関連及びその他目
標の採択過程、実施体制と目標間の関連性の研究

村上　仁 課長
国立研究開発法人国立国際医療研究セン
ター

56
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

保健関連ポスト2015国連開発目標に貢献する途上国における住
民登録制度の研究

横堀　雄太 医師
国立研究開発法人国立国際医療研究セン
ター

57
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

保健関連ポスト国連ミレニアム開発目標に関する現状と課題に
関する研究

大田　えりか 教授 聖路加国際大学大学院

58
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

伊勢志摩G7サミットとそのフォローアップにおける我が国の国
際保健政策に関する研究

渋谷　健司 教授 国立大学法人東京大学大学院

59
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

ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）達成に寄与する要因の解
明と我が国による効果的な支援施策に関する研究

石川　信克 所長 公益財団法人結核予防会結核研究所

60 厚生労働科学特別研究事業 ゲノムデータの持つ個人識別性に関する研究 吉倉　廣 名誉所員 国立感染症研究所

61 厚生労働科学特別研究事業
地域医療構想等に基づく2025年の看護職員需給見通しの推計に
関する研究

小林美亜
特任准教
授

国立大学法人千葉大学

62 厚生労働科学特別研究事業
適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関
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

63 厚生労働科学特別研究事業
人工芝グラウンド用ゴムチップの成分分析及びその発がん性等
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
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64 厚生労働科学特別研究事業 医療・介護費用の将来推計に関する調査研究 満武　巨裕
研究部副
部長/主席
研究員

一般財団法人医療経済研究・社会保険福
祉協会　医療経済研究機構

65 厚生労働科学特別研究事業
住民主体の持続可能な共生型地域づくりとその担い手等に関す
る研究

堀田　聰子 教授 国際医療福祉大学

66 厚生労働科学特別研究事業
厚生労働省の動物実験の基本指針に基づく外部検証等の実施方
法に関する特別研究

山海　直
主任研究
員

国立研究研究開発法人医薬基盤･健康･栄
養研究所

67 厚生労働科学特別研究事業 臨床検査における品質・精度の確保に関する研究 矢冨　裕 教授 東京大学

68 厚生労働科学特別研究事業
あん摩マッサージ指圧の受療状況と当該施術所の実態に関する
調査研究

藤井　亮輔 教授 筑波技術大学

69 厚生労働科学特別研究事業 医療関係職種の養成課程内容共通度の調査研究 大西　弘高 講師 東京大学

70 厚生労働科学特別研究事業
高難度新規医療技術の導入プロセスに係る診療ガイドライン等
の評価・向上に関する研究

國土　典宏 教授 東京大学

71 厚生労働科学特別研究事業
バイオシミラー（ＢＳ）使用促進のための課題解決に向けた調
査研究

豊島　聰 特任教授 武蔵野大学

72 厚生労働科学特別研究事業
歯科保健医療サービス提供困難者に対する歯科保健医療サービ
スの実施に関する研究

三浦　宏子 部長 国立保健医療科学院
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73 厚生労働科学特別研究事業 かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化のための調査研究 望月　正隆 教授 東京理科大学

74 厚生労働科学特別研究事業
医療用医薬品のバーコード表示の安全対策活用の推進に向けた
活用実態調査及び表示改良等の提言

土屋　文人 副会長 一般社団法人日本病院薬剤師会

75 厚生労働科学特別研究事業
危険ドラッグ等の乱用防止のより効果的な普及啓発に関する特
別研究

井村　伸正 理事長
公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止セ
ンター

76 厚生労働科学特別研究事業 o-トルイジン等芳香族アミンによる膀胱がんに係る研究 武林　亨 教授 学校法人慶應義塾大学

77 厚生労働科学特別研究事業
介護施設におけるケアの効果及び効率性の評価手法に関する研
究

福田　敬 部長 国立保健医療科学院

78 厚生労働科学特別研究事業
遺伝学的検査の市場化に伴う国民の健康・安全確保への課題抽
出と法規制へ向けた遺伝医療政策学的研究

高田　史男 教授 北里大学

79 厚生労働科学特別研究事業
社会における個人遺伝情報利用の実態とゲノムリテラシーに関
する調査研究

武藤　香織 教授 東京大学

80 厚生労働科学特別研究事業 ICTを利用した死亡診断に関するガイドライン策定に向けた研究 大澤　資樹 教授 東海大学

81 厚生労働科学特別研究事業 ニーズに基づいた専門医の養成に係る研究 小池　創一 教授 自治医科大学
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82 厚生労働科学特別研究事業
医療従事者養成課程におけるB型肝炎に関する教育についての研
究

操　華子 教授 宮城大学

83 厚生労働科学特別研究事業 看護師の特定行為研修の修了者の活動状況に関する研究 永井　良三 学長 自治医科大学

84 厚生労働科学特別研究事業
企業等の医療機器開発人材の育成における教育支援方法の開発
に関する研究

澤　芳樹 教授 大阪大学

85 厚生労働科学特別研究事業 臨床研究法案の施行に向けた諸課題への対応方策に関する研究 佐藤　元 部長 国立保健医療科学院

86 厚生労働科学特別研究事業 熊本地震発生後の急性脳•心血管疾患発生数と予後に関する研究 掃本　誠治 准教授 熊本大学大学院

87 厚生労働科学特別研究事業
診療情報集積基盤（NCDA）を用いた、疾病ベースラインデータ
ベースの構築と予防接種施策への活用を見据えた探索的研究

伊藤　澄信
センター
長

独立行政法人国立病院機構本部
総合研究センター

88 厚生労働科学特別研究事業 がんのゲノム医療提供体制構築のための基準策定に関する研究 中釜　斉
理事長・
総長

国立研究開発法人
国立がん研究センター

89 厚生労働科学特別研究事業 薬局・薬剤部の機能を活用した副作用報告の推進に関する研究 益山　光一 教授 東京薬科大学

90 厚生労働科学特別研究事業
医療費適正化に向けた生活保護受給者の生活習慣病罹患および
医薬品処方の実態調査：医療扶助レセプト分析

高橋　由光 0 京都大学
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91 厚生労働科学特別研究事業 医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究 井元　清哉 教授 東京大学

92 厚生労働科学特別研究事業 費用対効果の高い歯科保健サービスの提供方法・内容の分析 山下　喜久 教授 九州大学

93 厚生労働科学特別研究事業
看護師による特定行為の提供活性化に向けた、特定行為研修の
受講ニーズの評価

加藤　源太 准教授 京都大学

94 厚生労働科学特別研究事業
NDB・DPCデータを用いた循環器・血液領域の医療の質の評価に
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

95 厚生労働科学特別研究事業
ヘリコバクター・ピロリ除菌の保険適用による胃がん減少効果
の検証

上村　直実 病院長
国立研究開発法人
国立国際医療研究センター

96 厚生労働科学特別研究事業
入院中の重度訪問介護の適正な利用に関する研究

髙木　憲司 准教授 和洋女子大学

97 厚生労働科学特別研究事業 検疫業務の質的向上に向けた検疫制度に関する研究 亀井　美登里 教授 学校法人埼玉医科大学

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）

小児摂食障害におけるアウトカム尺度の開発に関する研究　―
学校保健における思春期やせの早期発見システムの構築、およ
び発症要因と予後因子の抽出にむけて―

内田　創 研究生 獨協医科大学

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）

乳幼児突然死症候群（SIDS）および乳幼児突発性危急事態
（ALTE）の病態解明等と死亡数減少のための研究

加藤　稲子 教授 国立大学法人三重大学大学院
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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）

出生前診断における遺伝カウンセリングの実施体制及び支援体
制のあり方に関する研究

小西　郁生 名誉教授 国立大学法人京都大学

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）

新生児マススクリーニングのコホート体制、支援体制、および
精度向上に関する研究

山口　清次 特任教授 国立大学法人島根大学

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）

HTLV-Ⅰ母子感染予防に関する研究：HTLV-Ⅰ抗体陽性母体から
の出生児のコホート研究

板橋　家頭夫 教授 昭和大学

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）

妊婦健康診査および妊娠届を活用したハイリスク妊産婦の把握
と効果的な保健指導のあり方に関する研究

光田　信明 主任部長 大阪府立母子保健総合医療センター

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）

先天性心疾患児の成人期以降も含めた長期予後の把握のあり方
に関する研究

白石　公 部門長
国立研究開発法人
国立循環器病研究センター

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）

未就学児の睡眠・情報通信機器使用の実態把握と早期介入に関
する研究：保健指導マニュアルの構築

岡　靖哲
センター
長

国立大学法人愛媛大学

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）

母子の健康改善のための母子保健情報利活用に関する研究 山縣　然太朗 教授 国立大学法人山梨大学大学院

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）

保育所等における感染症対策に関する研究 細矢　光亮 教授 福島県立医科大学

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）

妊産婦及び乳幼児の栄養管理の支援のあり方に関する研究 楠田　聡 教授 東京女子医科大学
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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）

神経芽種マススクリーニング休止後の神経芽腫発生状況に関す
る研究

家原　知子 准教授 京都府立医科大学

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）

妊産褥婦健康診査の評価および自治体との連携の在り方に関す
る研究

立花　良之 医長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

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）

小児ビタミンD欠乏症の実態把握と発症率の推定 大薗　恵一 教授 国立大学法人大阪大学大学院

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）

東日本大震災後に発生した小児への健康被害への対応に関する
研究

呉　繁夫 教授 国立大学法人東北大学大学院

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）

突然の説明困難な小児死亡事例に関する登録・検証システムの
確立に向けた実現可能性の検証に関する研究

溝口　史剛 副部長 群馬県前橋赤十字病院

114 がん対策推進総合研究事業
がん患者の健康増進のための乳がんサバイバーシップコホート
研究

山本　精一郎 部長 国立研究開発法人国立がん研究センター

115 がん対策推進総合研究事業
がん患者が抱える精神心理的・社会的問題に関して、その原因
や関連要因になり得る社会的要因に着目し、その是正を目指し
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

116 がん対策推進総合研究事業
緩和ケアセンターを軸としたがん疼痛の評価と治療改善の統合
に関する多施設研究

的場　元弘 部長 日本赤十字社医療センター

117 がん対策推進総合研究事業
小児がん拠点病院を軸とした小児がん医療提供体制のあり方に
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
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118 がん対策推進総合研究事業
先端的がん医療実施のための地域完結型病理診断および臨床・
病理連携ネットワークの構築

桑田　健 科長 国立研究開発法人国立がん研究センター

119 がん対策推進総合研究事業
HTLV-1キャリアとATL患者の実態把握、リスク評価、相談支援体
制整備とATL/HTLV-1感染症克服研究事業の適正な運用に資する
研究

内丸　薫 教授 国立大学法人東京大学大学院

120 がん対策推進総合研究事業
がん医療ネットワークナビゲーターによるがん医療情報提供強
化プロジェクト：情報が確実に手元に届く地域連携モデルの構
築

西山　正彦 教授 国立大学法人群馬大学大学院

121 がん対策推進総合研究事業 がんによる生涯医療費の推計と社会的経済的負担に関する研究 濱島　ちさと 室長 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 手術療法の標準化に向けた消化器外科専門医育成に関する研究 今野　弘之 学長 国立大学法人浜松医科大学

123 がん対策推進総合研究事業
在宅がん患者の栄養サポートに精通した在宅医療福祉従事者の
全国的育成システムの開発

福尾　惠介 教授 武庫川女子大学

124 がん対策推進総合研究事業
わが国における遺伝性乳癌卵巣癌の臨床遺伝学的特徴の解明と
遺伝子情報を用いた生命予後の改善に関する研究

新井　正美 部長 公益財団法人がん研究会

125 がん対策推進総合研究事業
全国がん登録、院内がん登録および既存がん統計情報の活用に
よるがん及びがん診療動向把握に関する包括的研究

西本　寛
センター
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
がん診療科データベースとJapanese National Cancer
Database(JNCDB)の運用と他がん登録との連携

手島　昭樹 主任部長
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪
府立成人病センター
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127 がん対策推進総合研究事業 がん対策推進基本計画の効果検証と目標設定に関する研究 加茂　憲一 准教授
公立大学法人
札幌医科大学

128 がん対策推進総合研究事業
小児・若年がん長期生存者に対する妊孕性のエビデンスと生殖
医療ネットワーク構築に関する研究

三善　陽子 講師 国立大学法人大阪大学大学院

129 がん対策推進総合研究事業
若年乳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構築

鈴木　直 教授 聖マリアンナ医科大学

130 がん対策推進総合研究事業
働くがん患者の職場復帰支援に関する研究― 病院における離職
予防プログラム開発評価と企業文化づくりの両面から

高橋　都 部長 国立研究開発法人国立がん研究センター

131 がん対策推進総合研究事業
国際分類に基づくわが国の公的がん研究費俯瞰的分析とその方
法論及び戦略提言に関する研究

藤原　康弘 局長 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
希少がんの定義と集約化に向けたデータ収集と試行のための研
究

東　尚弘 部長 国立研究開発法人国立がん研究センター

133 がん対策推進総合研究事業
地域包括緩和ケアプログラムを活用したがん医療における地域
連携推進に関する研究

加藤　雅志 部長 国立研究開発法人国立がん研究センター

134 がん対策推進総合研究事業
汎用性のある系統的な苦痛のスクリーニング手法の確立とスク
リーニング結果に基づいたトリアージ体制の構築と普及に関す
る研究

松本　禎久 医長 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
全国がん登録と連携した臓器がん登録による大規模コホート研
究の推進及び高質診療データベースの為のNCD長期予後入力シス
テムの構築に関する研究

平田　公一 客員教授
公立大学法人
札幌医科大学
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136 がん対策推進総合研究事業
研究者と自治体の協働による、がん検診受診率向上等、自分自
身で健康を守るための国民の行動変容を促す方法の開発と評価

山本　精一郎 部長 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
総合的な思春期・若年成人(AYA)世代のがん対策のあり方に関す
る研究

堀部　敬三
センター
長

独立行政法人国立病院機構名古屋医療セ
ンター

138 がん対策推進総合研究事業
がん診療ガイドラインの運用等の実態把握及び標準的治療の実
施に影響を与える因子の分析

藤原　俊義 教授 国立大学法人岡山大学大学院

139 がん対策推進総合研究事業 わが国におけるがんの予防と検診の新たなあり方に関する研究 津金　昌一郎
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
検診効果の最大化に資する、職域を加えた新たながん検診精度
管理手法に関する研究

斎藤　博 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
がん対策における進捗管理指標の策定と計測システムの確立に
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

142 がん対策推進総合研究事業 陽子線治療患者の全例登録実施状況調査と施設訪問調査研究 白土　博樹 教授 北海道大学大学院

143 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
心臓突然死の生命予後・機能予後を改善させるための一般市民
によるAEDの有効活用に関する研究

坂本　哲也 教授 帝京大学

144 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
循環器疾患における集団間の健康格差の実態把握とその対策を
目的とした大規模コホート共同研究

岡村　智教 教授 慶應義塾大学
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145 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
70歳、80歳、90歳の高齢者の歯、口腔の状態が健康長寿に及ぼ
す影響についての前向きコホート研究

前田　芳信 教授 国立大学法人大阪大学大学院

146 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
2500人の糖尿病患者集団の10年予後からみた治療戦略に対する
検討

斎藤　能彦 教授
公立大学法人
奈良県立医科大学

147 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 小中学生の食行動の社会格差是正に向けた政策提案型研究 橋本　英樹 教授 国立大学法人東京大学大学院

148 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・栄養政策の推進における国民健康・栄養調査の活用
手法の開発

古野　純典 所長
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所

149 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
生活習慣病やアレルギー疾患の新しい予防法確立に資する健康
な日本人の腸管免疫と腸内細菌データベースの構築に関する疫
学研究

宮地　元彦 部長
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所

150 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 系統的レビューとコホート研究に基づく特定健診質問票の開発 中山　健夫 教授 国立大学法人京都大学大学院

151 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 非肥満者に対する保健指導方法の開発に関する研究 下方　浩史 教授 名古屋学芸大学大学院

152 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 非肥満者に対する保健指導方法の開発に関する研究 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

153 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対策の推進に関する研究 中村　正和
センター
長

公益社団法人地域医療振興協会
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154 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・保健指導の有効性評価に関する研究 永井　良三 学長 自治医科大学

155 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 成人眼科検診の有用性、実施可能性に関する研究 山田　昌和 教授 杏林大学

156 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
糖尿病性網膜症・下肢壊疽等の総合的な重症度評価の作成と合
併症管理手法に関する研究

羽田　勝計 客員教授
国立大学法人
旭川医科大学

157 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
１型糖尿病の実態調査、客観的診断基準、日常生活・社会生活
に着目した重症度評価の作成に関する研究

田嶼　尚子 名誉教授 東京慈恵会医科大学

158 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 糖尿病腎症重症化予防プログラム開発のための研究 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

159 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に
関する研究

辻　一郎 教授 東北大学大学院

160 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に
関する研究

田宮　菜奈子
教授
分野長

筑波大学

161 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
既存データベースの活用による虚血性心疾患・大動脈疾患診療
の実態把握ならびに医療体制構築に向けた指標の確立のための
研究

坂田　泰史 教授 大阪大学大学院

162 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 脳卒中の医療体制の整備のための研究 飯原　弘二 教授 九州大学
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163 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 地域におけるアルコール対策に関する観察・介入研究 梅澤　光政 助教 獨協医科大学

164 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
社会的要因を含む生活習慣病リスク要因の解明を目指した国民
代表集団の大規模コホート研究：NIPPON DATA80/90/2010

三浦　克之 教授 国立大学法人滋賀医科大学

165 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築に
関する研究

佐々木　敏 教授 国立大学法人東京大学大学院

166
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
（生活習慣病重症化予防のための戦略研究）

自治体における生活習慣病重症化予防のための受療行動促進モ
デルによる保健指導プログラムの効果検証に関する研究

国立大学法人
大阪大学

国立大学法人大阪大学

167 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のための情報収集・情報発信と医療提
供体制等に関する研究

藤井　知行 教授 国立大学法人東京大学

168 女性の健康の包括的支援政策研究事業
女性の健康における社会的決定要因に関する研究：日本人女性
の特異性と健康問題の将来予測

野田　愛
特任准教
授

順天堂大学

169 女性の健康の包括的支援政策研究事業
女性の健康における社会的決定要因とライフスタイルに関する
研究

林　芙美 専任講師 女子栄養大学

170
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野））

造血幹細胞移植ドナーの安全性確保とドナーの意向を尊重した
造血細胞の利用の促進並びに相互監査体制の確立

宮村　耕一
センター
長

名古屋第一赤十字病院

171
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野））

適切な臓器提供を可能とする院内体制整備とスタッフの教育研
修プログラムの開発に関する研究

長谷川　友紀 教授 東邦大学
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172
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野））

組織の適切な供給体制構築のための基盤構築に向けた研究 藤田　知之 部長
国立研究開発法人国立循環器病研究セン
ター

173
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野））

脳死患者の家族に選択肢提示を行う際の対応のあり方に関する
研究

横田　裕行 教授 日本医科大学

174
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野））

非血縁者間臍帯血移植における移植造血幹細胞数と移植成績の
相関-移植用臍帯血有効利用への応用-

薗田　精昭 教授 関西医科大学

175
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野））

骨髄バンクコーディネート期間の短縮とドナープールの質向上
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

176
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（移植医療基盤整備研究分野））

ソーシャルマーケティング手法を用いた心停止下臓器提供や小
児の臓器提供を含む臓器提供の選択肢提示を行う際の理想的な
対応のあり方の確立に関する研究

江口　有一郎 教授 国立大学法人佐賀大学

177
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（免疫アレルギー疾患政策研究分
野））

アレルギー疾患対策に必要とされる疫学調査と疫学データベー
ス作成に関する研究

赤澤　晃 部長 東京都立小児総合医療センター

178
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（免疫アレルギー疾患政策研究分
野））

アトピー性皮膚炎の診療の均てん化のための大規模疫学調査と
診療ガイドライン・連携資材の作成

加藤　則人 教授 京都府公立大学法人京都府立医科大学

179
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業　免疫アレルギー疾患政策研究分
野））

食物アレルギーに対する栄養・食事指導法の確立に関する研究 海老澤　元宏 部長 国立病院機構相模原病院

180
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（免疫アレルギー疾患政策研究分
野））

わが国の間接リウマチ診療標準化のための研究 宮坂　信之
非常勤講
師

国立大学法人東京医科歯科大学
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181
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（免疫アレルギー疾患政策研究分
野））

小児期あるいは成人移行の若年性特発性関節炎（JIA）の全国実
態調査とその臨床的検討

森　雅亮
寄付講座
教授

国立大学法人
東京医科歯科大学

182
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（免疫アレルギー疾患政策研究分
野））

今後の慢性腎臓病（CKD）対策のあり方に関する研究 柏原　直樹 教授 川崎医科大学

183
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等
政策研究事業（免疫アレルギー疾患政策研究分
野））

糖尿病及び慢性腎不全による合併症足潰傷・壊疽等の重症下肢
虚血重症化の予防に関する実態調査

大浦　武彦 所長
医療法人社団 廣仁会
褥瘡・創傷治癒研究所

184
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

無汗性外胚葉形成不全症の病態解析及び治療指針の確立 横関　博雄 教授 国立大学法人東京医科歯科大学大学院

185
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

キャッスルマン病の疫学診療実態調査と患者団体支援体制の構
築に関する研究

吉崎　和幸 特任教授 国立大学法人大阪大学

186
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

消化管良性多発腫瘍好発疾患の医療水準向上のための研究 石川　秀樹 特任教授 京都府立医科大学

187
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

抗リン脂質抗体関連血小板減少症の病態解明と治療指針の構築
に関する研究

渥美　達也 教授 国立大学法人北海道大学大学院

188
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

脳腱黄色腫症の実態把握と診療標準化のためのガイドライン作
成

関島　良樹 准教授 国立大学法人信州大学

189
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

機能亢進型GNAS変異関連疾患の表現型スペクトラムに関する研
究

長谷川　奉延 教授 慶應義塾大学
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190
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

中隔視神経異形成症の実態調査と診断基準・重症度分類の作成
に関する研究

加藤　光広 講師 昭和大学

191
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

新規疾患；TAFRO症候群の確立のための研究 正木　康史 教授 金沢医科大学

192
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

痙攣性発声障害の診断基準および重症度分類の策定に関する研
究

兵頭　政光 教授 国立大学法人高知大学

193
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

再発性多発軟骨炎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

194
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

先天性乏毛症に関する調査研究 杉浦　一充 教授 藤田保健衛生大学

195
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

成人例の左室緻密化障害の全国調査 池田 宇一 特任教授 国立大学法人信州大学

196
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

四肢形成不全の疾患概念と重症度分類法の確立に関する研究 芳賀 信彦 教授 国立大学法人東京大学医学部附属病院

197
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

尿細管性蛋白尿を呈する遺伝性疾患の全国調査 三浦 健一郎 講師 東京女子医科大学

198
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

Dolichoectasiaの疾患概念確立並びに病態解明・診断基準作成
に関する研究

中冨 浩文 准教授 国立大学法人東京大学医学部附属病院
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199
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

指定難病を目指した２型コラーゲン異常症の疾患概念と診断基
準の確立

澤井 英明 教授 兵庫医科大学

200
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

良性成人型家族性ミオクローヌスてんかんの診断基準の確立 足立 弘明 教授 産業医科大学

201
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

内耳自己免疫病の診断のための内耳特異的抗体検査法の確立に
関する研究

柿木 章伸 特命教授 国立大学法人神戸大学医学部附属病院

202
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

周産期（産褥性）心筋症の、早期診断検査確立研究の継続と診
断ガイドライン作成

神谷 千津子 医師
国立研究開発法人国立循環器病研究セン
ター

203
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

Erdheim-Chester病に関する疫学調査 黒川 峰夫 教授 東京大学医学部附属病院

204
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

炎症性動脈瘤形成症候群の治療法選択に関する研究 勝部 康弘 准教授 日本医科大学

205
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

先天性中枢性低換気症候群（CCHS）の診断基準・ガイドライ
ン・重症度分類の確立

長谷川 久弥 教授 東京女子医科大学東医療センター

206
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

Treacher Collins 症候群の診断と医療的ケアと社会的支援 加我 君孝
名誉臨床
研究セン
ター長

独立行政法人国立病院機構東京医療セン
ター

207
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

腹腔外発生デスモイド型線維腫症患者の診断基準、重症度分類
および診療ガイドライン確立に向けた研究

西田 佳弘 准教授 名古屋大学大学院
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208
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

先天性GPI欠損症の症例登録システムの構築と実態調査及び早期
診断法の確立

村上 良子 准教授 国立大学法人大阪大学　微生物病研究所

209
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

循環器難病に随伴する後天性フォンウィルブランド症候群の診
断基準・重症度分類の確立

堀内 久徳 教授 国立大学法人東北大学　加齢医学研究所

210
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

乳児特発性僧帽弁腱索断裂の多彩な病因に基づいた治療法の確
立に向けた研究

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

211
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

ジュベール症候群とジュベール症候群関連疾患の診療支援と診
療ガイドライン作成・普及のための研究

伊藤 雅之 室長
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター神経研究所

212
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

脳クレアチン欠乏症候群を中心とした治療可能な知的障害症候
群の臨床研究

和田 敬仁 准教授 国立大学法人京都大学大学院医学研究科

213
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

多彩な内分泌異常を生じる遺伝性疾患（多発性内分泌腫瘍症お
よびフォンヒッペル・リンドウ病）の実態把握と診療標準化の
研究

櫻井 晃洋 教授 札幌医科大学

214
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

短腸症の重症度分類・集学的小腸リハビリテーション指針作成
に関する研究

松浦 俊治 講師 国立大学法人九州大学　医学研究院

215
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

食欲中枢異常による難治性高度肥満症の実態調査 龍野 一郎 教授 東邦大学医療センター佐倉病院

216
難治性疾患等政策研究事業(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
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217
難治性疾患等政策研究事業(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

218
難治性疾患等政策研究事業(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

三村　秀文 病院教授 聖マリアンナ医科大学

219
難治性疾患等政策研究事業(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

220
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

国際標準に立脚した奇形症候群領域の診療指針に関する学際
的・網羅的検討

小崎　健次郎 教授 慶應義塾大学

221
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

腎・泌尿器系の希少・難治性疾患群に関する診断基準・診療ガ
イドラインの確立

飯島　一誠 教授 国立大学法人神戸大学

222
難治性疾患等政策研究事業(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

223
難治性疾患等政策研究事業(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大学院

224
難治性疾患等政策研究事業(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

225
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

難治性腎疾患に関する調査研究 丸山　彰一 准教授 国立大学法人名古屋大学大学院
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226
難治性疾患等政策研究事業(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大学院

227
難治性疾患等政策研究事業(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 有村　義宏 教授 杏林大学

228
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

小児期からの希少難治性消化管疾患の移行期を包含するガイド
ラインの確立に関する研究

田口　智章 教授 国立大学法人九州大学

229
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

新しい先天代謝異常症スクリーニング時代に適応した治療ガイ
ドラインの作成および生涯にわたる診療体制の確立に向けた調
査研究

中村　公俊 准教授 国立大学法人熊本大学大学院

230
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

新生児期から高年期まで対応した、好酸球性消化管疾患および
稀少消化管持続炎症症候群の診断治療指針、検査治療法開発に
関する研究

野村　伊知郎
上級研究
員

国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

231
難治性疾患等政策研究事業(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検討による科学的根拠に
基づいた診療指針の確立

錦織　千佳子 教授 国立大学法人神戸大学大学院

232
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

IgG4関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を目指した研究 千葉　勉 名誉教授 国立大学法人京都大学

233
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

希少難治性てんかんのレジストリ構築による総合的研究 井上　有史 院長
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

234
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

特発性正常圧水頭症の病因、診断と治療に関する研究 新井　一 主任教授 順天堂大学
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235
難治性疾患等政策研究事業(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
究センター神経研究所

236
難治性疾患等政策研究事業(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

237
難治性疾患等政策研究事業(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 安東　由喜雄 教授 国立大学法人熊本大学大学院

238
難治性疾患等政策研究事業(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
ライン作成事業

尹　浩信 教授 国立大学法人熊本大学大学院

239
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

特発性大腿骨頭壊死症の疫学調査・診断基準・重症度分類の改
訂と診療ガイドライン策定を目指した大規模多施設研究

菅野　伸彦
寄付講座
教授

国立大学法人大阪大学大学院

240
難治性疾患等政策研究事業(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

241
難治性疾患等政策研究事業(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 主任教授 帝京大学

242
難治性疾患等政策研究事業(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 本間　栄 教授 東邦大学医療センター大森病院

243
難治性疾患等政策研究事業(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 教授 東邦大学医療センター佐倉病院
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244
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

先天性難治性稀少泌尿生殖器疾患群（総排泄腔遺残、総排泄腔
外反、MRKH症候群）におけるスムーズな成人期医療移行のため
の分類・診断・治療ガイドライン作成

窪田　正幸 教授 国立大学法人新潟大学

245
難治性疾患等政策研究事業(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

246
難治性疾患等政策研究事業(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診断基準、重症度分類、診療
ガイドライン確立に関する研究

平家　俊男 教授 国立大学法人京都大学大学院

247
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

慢性活動性EBウイルス感染症とその類縁疾患の診療ガイドライ
ン作成と患者レジストリの構築

木村　宏 教授 国立大学法人名古屋大学大学院

248
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

希少難治性角膜疾患の疫学調査 西田　幸二 教授 国立大学法人大阪大学大学院

249
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

エビデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分
類・治療アルゴリズムの確立

松井　真 教授 金沢医科大学

250
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

呼吸不全に関する調査研究 巽　浩一郎 教授 国立大学法人千葉大学大学院

251
難治性疾患等政策研究事業(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 教授 久留米大学皮膚細胞生物学研究所

252
難治性疾患等政策研究事業(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

寳金　清博 教授 国立大学法人北海道大学病院
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253
難治性疾患等政策研究事業(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大学院

254
難治性疾患等政策研究事業(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

255
難治性疾患等政策研究事業(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 住田　孝之 教授 国立大学法人筑波大学

256
難治性疾患等政策研究事業(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

257
難治性疾患等政策研究事業(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 白神　史雄 教授 国立大学法人岡山大学大学院

258
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

小児呼吸器形成異常・低形成疾患に関する実態調査ならびに診
療ガイドライン作成に関する研究

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
府立母子保健総合医療センター

259
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

難治性稀少部位子宮内膜症（肺・胸膜子宮内膜症、尿管・膀胱
子宮内膜症、腸管子宮内膜症、臍子宮内膜症）の集学的治療の
ための分類・診断・治療ガイドライン作成

大須賀　穣 教授 国立大学法人東京大学医学部附属病院

260
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

間脳下垂体機能障害における診療ガイドライン作成に関する研
究

島津　章
臨床研究
センター
長

独立行政法人国立病院機構京都医療セン
ター

261
難治性疾患等政策研究事業(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 荒井　俊也 講師 国立大学法人東京大学医学部附属病院
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262
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

早老症の実態把握と予後改善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大学院

263
難治性疾患等政策研究事業(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 教授 国立大学法人山形大学

264
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基準
の作成と遺伝学的検査を反映した診療ガイドライン作成に関す
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

265
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

遺伝性白質疾患の診断・治療・研究システムの構築 小坂　仁 教授 自治医科大学

266
難治性疾患等政策研究事業(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 石橋　俊 教授 自治医科大学

267
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

単心室循環症候群の予後に関する研究 中西　敏雄 特任教授 東京女子医科大学

268
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

神経免疫学的視点による難治性視神経炎の診断基準作成 石川　均 教授 北里大学

269
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

マイクロアレイ染色体検査でみつかる染色体微細構造異常症候
群の診療ガイドラインの確立

倉橋　浩樹 教授 藤田保健衛生大学

270
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

性分化・性成熟疾患群における診療ガイドラインの作成と普及 緒方　勤 教授 国立大学法人浜松医科大学
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271
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

小児の急性脳症・けいれん重積状態の診療指針の確立 水口　雅 教授 国立大学法人東京大学大学院

272
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

若年性特発性関節炎を主とした小児リウマチ性疾患の診断基
準・重症度分類の標準化とエビデンスに基づいた診療ガイドラ
インの策定に関する研究

森　雅亮
寄附講座
教授

国立大学法人東京医科歯科大学

273
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

肥厚性皮膚骨膜症の診療内容の均てん化に基づく重症度判定の
策定に関する研究

新関　寛徳 医長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

274
難治性疾患等政策研究事業(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

275
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

遺伝子診断に基づく不整脈疾患群の病態解明および診断基準・
重症度分類・ガイドライン作成に関する研究

堀江　稔 教授 国立大学法人滋賀医科大学

276
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

先天性骨髄不全症の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン
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大学院

277
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

Perry病診断基準の確立 坪井 義夫 教授 福岡大学

278
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

指定難病に該当する胎児・新生児骨系統疾患の現状調査と診療
ガイドラインの改訂に関する研究

澤井 英明 教授 兵庫医科大学

279
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

HAMならびにHTLV-1陽性難治性疾患に関する国際的な総意形成を
踏まえた診療ガイドラインの作成

山野 嘉久 教授 聖マリアンナ医科大学
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280
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

遺伝性ジストニア・ハンチントン病の診療ガイドラインに関す
るエビデンス構築のための臨床研究

梶 龍兒 教授 国立大学法人徳島大学大学院

281
難治性疾患等政策研究事業(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 柳瀬 敏彦 教授 福岡大学

282
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

小児期発症の希少難治性肝胆膵疾患の移行期を包含し診療の質
の向上に関する研究

仁尾 正記 教授 国立大学法人東北大学大学院

283
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

難治性筋疾患の疫学・自然歴の収集および治療開発促進を目的
とした疾患レジストリー研究

木村　円 室長
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

284
難治性疾患等政策研究事業(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

285
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

潰瘍性大腸炎の発症関連及び予防要因解明を目的とした症例対
照研究

三宅　吉博 教授 国立大学法人愛媛大学大学院

286
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

患者団体等が主体的に運用する疾患横断的な患者レジストリの
データの収集・分析による難病患者のQOL向上及び政策支援のた
めのQOL評価基準の策定および基礎的知見の収集

荻島　創一

シニアプ
ロジェク
トメン
バー

特定非営利活動法人ＡＳｒｉｄ

287
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

疾患予後と医療の質の改善を目的とした多領域横断的な難治性
肺高血圧症症例登録研究

田村 雄一 准教授 国際医療福祉大学　三田病院

288
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

関節リウマチ（RA）や炎症性腸疾患（IBD）罹患女性患者の妊
娠、出産を考えた治療指針の作成

齋藤 滋 教授 国立大学法人富山大学大学院
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289
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

特発性後天性全身性無汗症の横断的発症因子、治療法、予後の
追跡研究

横関 博雄 教授 国立大学法人東京医科歯科大学

290
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

難病医療資源の地域ギャップ解消をめざした難病医療専門員の
ニーズ調査と難病医療専門員ガイドブックの作成

吉良 潤一 教授 国立大学法人九州大学大学院

291
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

成人の骨系統疾患患者のQOLに関する研究 鬼頭 浩史 准教授 国立大学法人名古屋大学大学院

292
難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事
業)

難病患者の福祉サービス活用によるADL向上に関する研究 深津 玲子 部長 国立障害者リハビリテーションセンター

293
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

スモンに関する調査研究 小長谷　正明 病院長 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院

294
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

難病対策の推進に寄与する実践的基盤提供にむけた研究 松山　晃文 部長
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所

295
難治性疾患等政策研究事業（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
究センター病院

296
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

難病患者の地域支援体制に関する研究 西澤　正豊 フェロー 新潟大学脳研究所

297
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

小児慢性特定疾病対策の推進に寄与する実践的基盤提供にむけ
た研究

横谷　進
副院長・
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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298
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

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大学院

299
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

成人発症白質脳症の医療基盤に関する調査研究班 小野寺　理 教授 新潟大学脳研究所

300
難治性疾患等政策研究事業（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 部長 独立行政法人国立病院機構　刀根山病院

301
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

カーニー複合に関する疫学調査と診断基準の普及に向けた調査
研究

向井　徳男 部長
北海道厚生農業協同組合連合会旭川厚生
病院

302
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

難治性めまい疾患に関する調査研究 武田　憲昭 教授 国立大学法人徳島大学大学院

303
難治性疾患等政策研究事業（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 教授 東京大学医学部附属病院

304
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

好酸球性副鼻腔炎の診療ガイドライン作成と実態調査 藤枝　重治 教授 国立大学法人福井大学

305
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

指定難病制度の公平性を担保するための方法論の開発 千葉　勉 名誉教授 国立大学法人京都大学

306
難治性疾患等政策研究事業（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員による相談支援に関する研
究

檜垣　高史
寄附講座
教授

国立大学法人愛媛大学大学院

34



No. 研究事業名 研究課題名 研究代表者 職名 所属施設

307
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事
業）

指定難病制度の普及・啓発状況の把握および普及・啓発のため
の方法論の開発

和田　隆志 教授 国立大学法人金沢大学

308 慢性の痛み政策研究事業 慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築に関する研究 牛田　享宏 教授 愛知医科大学

309 長寿科学政策研究事業
要介護高齢者の生活機能向上に資する効果的な生活期リハビリ
テーション／リハビリテーションマネジメントのあり方に関す
る総合的研究

川越　雅弘 部長 国立社会保障・人口問題研究所

310 長寿科学政策研究事業
地域要因に基づいた在宅医療・介護連携推進に関する研究－汎
用性の高い在宅医療・介護連携推進・ガイドラインの作成

葛谷　雅文 教授 国立大学法人　名古屋大学

311 長寿科学政策研究事業
生活行為障害の分析に基づく認知症リハビリテーションの標準
化に関する研究

池田 学 教授 国立大学法人　熊本大学

312 長寿科学政策研究事業
介護保険施設における利用者の口腔・栄養管理の充実に関する
調査研究

渡邊 裕
専門副部
長

地方独立行政法人東京都健康長寿医療セ
ンター

313 長寿科学政策研究事業
要介護高齢者の経口摂取支援のための歯科と栄養の連携を推進
するための研究

枝広　あや子 研究員
地方独立行政法人東京都健康長寿医療セ
ンター

314 長寿科学政策研究事業 住民主体の介護予防システム構築に関する研究 荒井　秀典 副院長
国立研究開発法人　国立長寿医療研究セ
ンター

315 長寿科学政策研究事業 介護予防を推進する地域づくりを戦略的に進めるための研究 近藤　克則 教授 国立大学法人　千葉大学
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316 長寿科学政策研究事業
医療レセプト情報と介護レセプト情報の連結データベース作成
ロジックの構築と、これを利活用した高齢者医療における地域
の質指標に関する研究

松田　晋哉 教授 学校法人　産業医科大学

317 認知症政策研究事業
認知症の介護・医療地域体制の実態・課題の可視化と系統的把
握方法の研究開発

今中　雄一 教授 国立大学法人　京都大学

318 認知症政策研究事業
ポピュレーションアプローチによる認知症予防のための社会参
加支援の地域介入研究

竹田 徳則 教授 星城大学

319 認知症政策研究事業 麻酔方法が術後認知機能に与える影響についての研究 安村　里絵 医師
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都
済生会東京都済生会中央病院

320 認知症政策研究事業 前向きコホート調査に基づく認知症高齢者の徘徊に関する研究 櫻井　孝
センター
長

国立研究開発法人　国立長寿医療研究セ
ンター

321 認知症政策研究事業
認知症発生リスクの減少および介護者等の負担軽減を目指した
Age-Friendly Citiesの創生に関する研究

尾島　俊之 教授 国立大学法人　浜松医科大学

322 認知症政策研究事業 認知症地域包括ケア実現を目指した地域社会創生のための研究 神﨑　恒一 教授 杏林大学

323 障害者政策総合研究事業
顕在化しにくい発達障害の特性を早期に抽出するアセスメント
ツールの開発および普及に関する研究

稲垣　真澄
知的障害
研究部長

国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

324 障害者政策総合研究事業
発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用
の実態の把握と支援内容に関する研究

本田　秀夫 准教授 信州大学
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325 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関する研究 岩崎　香 准教授 早稲田大学

326 障害者政策総合研究事業 障害児入所支援の質の向上を検証するための研究 北住　映二 所長 心身障害児総合医療療育センター

327 障害者政策総合研究事業 相談支援従事者研修のプログラム開発と評価に関する研究 小澤　温 教授 筑波大学

328 障害者政策総合研究事業
障害者福祉施設およびグループホーム利用者の実態把握、利用
のあり方に関する研究

遠藤　浩 理事長
独立行政法人国立重度知的障害者総合施
設のぞみの園

329 障害者政策総合研究事業
医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の
連携促進に関する研究

田村　正徳
センター
長

埼玉医科大学

330 障害者政策総合研究事業
就労アセスメント実施者に対する研修カリキュラム構築のため
の調査研究

梅永　雄二 教授 早稲田大学

331 障害者政策総合研究事業 強度行動障害に関する支援の評価及び改善に関する研究 志賀　利一 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

332 障害者政策総合研究事業
国、都道府県等において実施する発達障害者診療関係者研修の
あり方に関する研究

神尾　陽子 部長
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター
精神保健研究所

333 障害者政策総合研究事業
刑の一部執行猶予制度下における薬物依存者の地域支援に関す
る政策研究

松本　俊彦
薬物依存
研究部長

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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334 障害者政策総合研究事業
こころの健康づくりを推進する地域連携のリモデリングとその
効果に関する政策研究

金　吉晴
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

335 障害者政策総合研究事業
高次脳機能障害者の社会的行動障害による社会参加困難への対
応に関する研究

中島　八十一
脳機能系
障害研究
部長

国立障害者リハビリテーションセンター

336 障害者政策総合研究事業 精神障害者の地域生活支援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

337 障害者政策総合研究事業 精神科医療提供体制の機能強化を推進する政策研究 山之内　芳雄 部長
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター

338 障害者政策総合研究事業
失語症患者の障害者認定に必要な日常生活制限の実態調査及び
実数調査等に関する研究

飯島　節 局長 国立障害者リハビリテーションセンター

339 障害者政策総合研究事業
医療･教育･福祉の連携による行動障害のある児･者への支援方法
に関する研究

井上　雅彦 教授 国立大学法人鳥取大学

340 障害者政策総合研究事業 身体障害者の認定基準の今後のあり方に関する研究 江藤　文夫 顧問 国立障害者リハビリテーションセンター

341 障害者政策総合研究事業 摂食障害の診療体制整備に関する研究 安藤 哲也 室長
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研
究センター

342 障害者政策総合研究事業 精神障害者の就労移行を促進するための研究 秋山　剛 部長 NTT東日本関東病院
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343 障害者政策総合研究事業
学際的･国際的ｱﾌﾟﾛｰﾁによる自殺総合対策の新たな政策展開に関
する研究

本橋　豊 客員教授 京都府立医科大学大学院

344 障害者政策総合研究事業
BPSDにより精神科病院に入院する認知症患者を対象とした全国
規模での入院実態調査

岡村　仁 教授 国立大学法人広島大学大学院

345 障害者政策総合研究事業
精神科病院に入院する認知症高齢者の実態調査-入院抑制､入院
期間短縮､身体合併症医療確保のための研究

前田　潔 教授 神戸学院大学

346 障害者政策総合研究事業 ｱﾙｺｰﾙ依存症に対する総合的な医療の提供に関する研究 樋口　進 院長
独立行政法人国立病院機構久里浜医療ｾﾝ
ﾀｰ

347 障害者政策総合研究事業 精神障害者の地域生活支援の在り方とｼｽﾃﾑ構築に関する研究 伊藤　順一郎 部長
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研
究センター

348 障害者政策総合研究事業 精神疾患患者の整形外科領域を中心とする合併症に関する研究 高岸　憲二 教授 国立大学法人群馬大学大学院

349 障害者政策総合研究事業 生活支援による就労の定着の在り方にかかる研究 朝日　雅也 教授 埼玉県立大学

350 障害者政策総合研究事業
障害福祉サービスにおける質の確保とキャリア形成に関する研
究

高木　憲司 准教授 和洋女子大学

351 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のあり方に
関する 調査研究

白銀　暁 研究室長
国立障害者リハビリテーションセンター
（研究所）
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352 障害者政策総合研究事業
医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害
を有する者の実態に関する研究

市川　宏伸 理事長 社団法人日本発達障害者ネットワーク

353 障害者政策総合研究事業
観察法制度分析を用いた観察法医療の円滑な運用に係る体制整
備・周辺制度の整備に係る研究

岡田 幸之 部長
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研
究センター

354 障害者政策総合研究事業
地域のストレングスを活かした精神保健医療改革プロセスの明
確化に関する研究

竹島　正 部長
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研
究センター

355 障害者政策総合研究事業 災害時の精神保健医療に関する研究 金　吉晴
センター
長、部長

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研
究センター

356 障害者政策総合研究事業
発達障害者への支援を緊急時（犯罪の被害や加害、災害など）
に関係機関が連携して適切な対応を行うためのモデル開発に関
する研究

内山　登紀夫 教授 大正大学

357 障害者政策総合研究事業
意思疎通が困難な者に対する情報保障の効果的な支援手法に関
する研究

橘　とも子
上席主任
研究官

国立保健医療科学院・研究情報支援研究
センター

358 障害者政策総合研究事業
意思疎通が困難な人に対する人的及びICT技術による効果的な情
報保障手法に関する研究

渡辺　哲也 准教授 新潟大学

359 障害者政策総合研究事業 災害派遣精神医療チーム（DPAT）の機能強化に関する研究 渡　路子
DPAT事務
局次長

公益社団法人日本精神科病院協会

360 障害者政策総合研究事業 外因死者遺族に対する効果的な心のケア実践システムの構築 一杉　正仁 教授 滋賀医科大学
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361 障害者政策総合研究事業 外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究 川野　健治 教授 立命館大学

362 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
感染症発生時の公衆衛生的対策の社会的影響の予測及び対策の
効果に関する研究

谷口　清州 部長 独立行政法人国立病院機構三重病院

363 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
エビデンスに基づくバイオリスク管理の強化と国際標準化及び
事故・ヒヤリハット事例の共有データベース構築に関する研究

棚林　清 室長 国立感染症研究所

364 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

 荒川　創一 客員教授 国立大学法人神戸大学大学院

365 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情報の解析及び共有化システムの構築
に関する研究

泉谷　秀昌 室長 国立感染症研究所

366 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 予防接種の費用対効果の評価に関する研究 池田　俊也 教授 国際医療福祉大学

367 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
一類感染症の患者発生時に備えた治療・診断・感染管理等に関
する研究

加藤　康幸 医長
国立研究開発法人国立国際医療研究セン
ター

368 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
バイオテロに使用される可能性のある病原体等の新規検出法の
確立、及び細胞培養痘そうワクチンの有効性、安全性に関する
研究

西條　政幸 部長 国立感染症研究所

369 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・安全性評価とVPD(vaccine preventable
diseases)対策への適用に関する分析疫学研究

廣田　良夫
センター
長

医療法人相生会
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370 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

山内　和志
企画調整
主幹

国立感染症研究所

371 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

松井　珠乃 室長 国立感染症研究所

372 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ワクチン株の選定に資するサー
ベイランスの強化とゲノム解析に関する研究

小田切　孝人
センター
長

国立感染症研究所

373 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 国内における豚インフルエンザ流行動態の解明 小澤　真 准教授 国立大学法人鹿児島大学

374 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 子宮頸がんワクチンの有効性と安全性の評価に関する疫学研究 祖父江　友孝 教授 国立大学法人大阪大学

375 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
薬剤耐性菌の蔓延に関する健康及び経済学的リスク評価に関す
る研究

今中　雄一 教授 国立大学法人京都大学

376 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
中東呼吸器症候群（MERS)等の新興・再興呼吸器感染症への臨床
対応法開発のための研究

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

377 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
子宮頸がんワクチン接種後に生じた症状に関する治療法の確立
と情報提供についての研究

池田　修一 教授 国立大学法人信州大学

378 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確保に関する
研究

齋藤　智也
上席主任
研究官

国立保健医療科学院
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379 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 医療機関等における薬剤耐性菌の感染制御に関する研究 栁原　克紀 教授 国立大学法人長崎大学大学院

380 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
地域連携に基づいた医療機関等における薬剤耐性菌の感染制御
に関する研究

八木　哲也 教授 国立大学法人名古屋大学

381 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構築に関する研究 大石　和徳
センター
長

国立感染症研究所

382 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
クの強化に関する研究

宮﨑　義継 部長 国立感染症研究所

383 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
エンテロウイルス等感染症を含む急性弛緩性麻痺・急性脳炎・
脳症の原因究明に資する臨床疫学研究

多屋　馨子 室長 国立感染症研究所

384 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
梅毒感染リスクと報告数の増加の原因分析と効果的な介入手法
に関する研究

大西　真 部長 国立感染症研究所

385 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）
個別施策層のインターネットによるモニタリング調査と教育・
検査・臨床現場における予防・支援に関する研究

日高　庸晴 教授 宝塚大学

386 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業） 日本国内のＨＩＶ感染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

387 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）
男性同性間のＨＩＶ感染予防対策とその介入効果の評価に関す
る研究

市川　誠一 特任教授 人間環境大学大学院
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388 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）
急速な病期進行あるいはセロネガティブ感染を伴う新型ＨＩＶ
の国内感染拡大を検知可能なサーベイランスシステム開発研究

川畑　拓也
主任研究
員

大阪府立公衆衛生研究所

389 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）
非ＡＩＤＳ関連悪性腫瘍増加時代における消化管腫瘍の研究－
内視鏡を用いた早期発見プログラム確立－

永田　尚義 医員
国立研究開発法人国立国際医療研究セン
ター

390 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業） 発生動向を理解するためのＨＩＶ感染者数の推定手法の開発 西浦　博 教授 国立大学法人北海道大学大学院

391 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業） 地域においてＨＩＶ陽性者と薬物使用者を支援する研究 樽井　正義 理事 特定非営利活動法人ぷれいす東京

392 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）
薬物乱用・依存者、性感染症患者のＨＩＶ感染状況及び内外の
ＨＩＶ流行等の動向に関する研究

木原　正博 教授 国立大学法人京都大学大学院医学研究科

393 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）
ＨＩＶ感染妊娠に関する全国疫学調査と診療ガイドラインの策
定ならびに診療体制の確立

喜多　恒和
センター
長兼部長

地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良
県総合医療センター

394 エイズ対策研究事業（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

395 エイズ対策研究事業（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

木村　哲 理事長 公益財団法人エイズ予防財団

396 エイズ対策研究事業（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 国立大学法人長崎大学大学院
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397 エイズ対策研究事業（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

398 エイズ対策研究事業（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

399 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）
ゲイコミュニティにおけるコホートの構築とＨＩＶおよび梅毒
罹患率の推計に関する研究

塩野　徳史 助教 公立大学法人　名古屋市立大学

400 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業） HIV検査受検勧奨に関する研究 今村　顕史 部長 東京都立駒込病院

401 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業） HIV感染症の合併症に関する研究 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

402 エイズ対策研究事業（エイズ対策政策研究事業）
外国人に対するHIV検査と医療サービスへのアクセス向上に関す
る研究

北島　勉 教授 杏林大学

403 肝炎等克服政策研究事業
効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシステムの構
築のための研究

是永 匡紹
肝疾患研
修室長

国立研究開発法人国立国際医療研究セン
ター

404 肝炎等克服政策研究事業
職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地
域を包括した就労支援の在り方に関する研究

渡辺 哲 教授 東海大学

405 肝炎等克服政策研究事業
我が国のウイルス性肝炎対策に資する医療経済評価に関する研
究

平尾 智広 教授 国立大学法人香川大学
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406 肝炎等克服政策研究事業 肝炎ウイルス感染状況と感染後の長期経過に関する研究 田中　純子 教授 国立大学法人広島大学大学院

407 肝炎等克服政策研究事業
肝疾患患者を対象とした相談支援システムの構築、運用、評価
に関する研究

八橋 弘
センター
長

独立行政法人国立病院機構長崎医療セン
ター

408 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 山内　和志
企画調整
主幹

国立感染症研究所

409 肝炎等克服政策研究事業
Ｂ型・Ｃ型肝炎による肝硬変、肝がん患者における医療費等の
実態調査

伊藤　澄信
センター
長

独立行政法人国立病院機構本部

410 地域医療基盤開発推進研究事業
地域医療構想・地域医療計画を効果的に実装するためのデータ
解析・活用方法の開発

今中　雄一 教授 国立大学法人京都大学

411 地域医療基盤開発推進研究事業
病床機能の分化・連携や病床の効率的利用等のために必要とな
る実施可能な施策に関する研究

今村　知明 教授 公立大学法人奈良県立医科大学

412 地域医療基盤開発推進研究事業
要救護者・救急隊・医療機関でシームレスな多言語緊急度判断
支援ツールの開発普及研究

吉澤　穣治 講師 東京慈恵会医科大学

413 地域医療基盤開発推進研究事業 小児救急・集中治療提供体制構築及びアクセスに関する研究 市川　光太郎 病院長 北九州市立八幡病院

414 地域医療基盤開発推進研究事業 歯科技工業の業務形態の実態把握に関する研究 佐藤　博信 教授 福岡歯科大学
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415 地域医療基盤開発推進研究事業
医療安全の向上のための医療従事者を対象にした普及啓発の効
果測定に関する研究

長谷川　友紀 教授 東邦大学

416 地域医療基盤開発推進研究事業
医療安全管理部門への医師の関与と医療安全体制向上に関する
研究

長尾　能雅 教授 国立大学法人名古屋大学

417 地域医療基盤開発推進研究事業
歯科診療情報に関わる電子用語集構築とその有効性検証に関す
る研究

玉川　裕夫 准教授 国立大学法人大阪大学

418 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調査 橋本　圭司 医長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

419 地域医療基盤開発推進研究事業
増加する救急患者に対する地域での取組（特に地域包括ケアシ
ステムの構築にむけたメディカルコントロールの活用）に関す
る研究

行岡　哲男 主任教授 東京医科大学

420 地域医療基盤開発推進研究事業
電子カルテ情報を用いた証拠性のある臨床研究手法に関する研
究

木村　通男 教授 国立大学法人浜松医科大学

421 地域医療基盤開発推進研究事業 遠隔診療の有効性・安全性の定量的評価に関する研究 酒巻　哲夫 名誉教授 国立大学法人群馬大学

422 地域医療基盤開発推進研究事業 中小医療機関向け医療機器保守点検のあり方に関する研究 菊地　眞 理事長 公益財団法人医療機器センター

423 地域医療基盤開発推進研究事業 在宅医療患者等における多剤耐性菌の分離率及び分子疫学解析 荒川　宜親 教授 国立大学法人名古屋大学
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424 地域医療基盤開発推進研究事業
医療事故調査制度においてアカウンタビリティと医療安全を促
進するための比較法研究

岩田　太 教授 上智大学

425 地域医療基盤開発推進研究事業
医療安全指標の開発及び他施設間比較体制の検討と病理部門等
と安全管理部門との連携が院内の医療安全体制に与える影響に
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

426 地域医療基盤開発推進研究事業
医療安全支援センターにおける業務の評価及び質の向上に関す
る研究

児玉　安司
登録研究
員

国立大学法人東京大学

427 地域医療基盤開発推進研究事業 歯科ユニット給水システム純水化装置の開発に関する研究 江草　宏 教授 国立大学法人東北大学

428 地域医療基盤開発推進研究事業 歯科衛生士及び歯科技工士の復職支援等の推進に関する研究 安藤　雄一
統括研究
官

国立保健医療科学院

429 地域医療基盤開発推進研究事業 医療従事者の需給に関する研究 伏見　清秀 教授 国立大学法人東京医科歯科大学

430 地域医療基盤開発推進研究事業
首都直下型地震・南海トラフ地震等の大規模災害時に医療チー
ムが効果的、効率的に活動するための今後の災害医療体制のあ
り方に関する研究

小井土　雄一 研究員
独立行政法人国立病院機構災害医療セン
ター

431 地域医療基盤開発推進研究事業
地震、津波、洪水、土砂災害、噴火災害等の各災害に対応した
BCP及び病院避難計画策定に関する研究

本間　正人 教授 国立大学法人鳥取大学

432 地域医療基盤開発推進研究事業 周産期搬送に関する研究 田村　正徳 教授 埼玉医科大学
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433 地域医療基盤開発推進研究事業 地域における小児保健・医療提供体制に関する研究 森　臨太郎 部長
国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター

434 地域医療基盤開発推進研究事業
へき地医療において提供される医療サービスの向上とへき地医
療に従事する医師の労働環境改善に係る研究

梶井　英治 教授 自治医科大学

435 地域医療基盤開発推進研究事業
大都市圏における在宅医療の実態把握と提供体制の評価に関す
る研究

石崎　達郎 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

436 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医療のあり方に関する調査の手法開発
及び分析に関する研究

田宮　菜奈子 教授 筑波大学

437 地域医療基盤開発推進研究事業 新たな治療手法に対応する医療放射線防護に関する研究 細野　眞 教授 近畿大学

438 地域医療基盤開発推進研究事業 臨床効果に関するデータベースの国内外での動向に関する研究 岡田　美保子 教授 川崎医療福祉大学

439 地域医療基盤開発推進研究事業
有効性と安全性を維持した在宅呼吸管理の対面診療間隔決定と
機器使用のアドヒランスの向上を目指した遠隔モニタリングモ
デル構築を目指す検討

陳　和夫 特定教授 京都大学

440 地域医療基盤開発推進研究事業
National Clinical Databaseを用いた領域横断的なアウトカム
解析による医療の質の向上に関する研究

岩中　督 名誉教授 東京大学

441 地域医療基盤開発推進研究事業 看護師の特定行為に係る研修制度の普及等に関する研究 神野　正博 副会長 公益社団法人全日本病院協会
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442 地域医療基盤開発推進研究事業 歯科医師の養成及び評価に関する総合的研究 一戸　達也
副学長
教授

東京歯科大学

443 地域医療基盤開発推進研究事業 臨床効果データベースの構築・運用法の標準化に関する研究 水島　洋
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

444 地域医療基盤開発推進研究事業 看護実践能力の育成に資する効果的な教育方法に関する研究 佐々木　幾美 教授 日本赤十字看護大学

445 地域医療基盤開発推進研究事業 患者の医療機関選択に資する制度に関する研究 永井　庸次 常任理事 公益財団法人全日本病院協会

446 地域医療基盤開発推進研究事業 医療事故調査制度の実施状況等に関する研究 種田　憲一郎
上席主任
研究官

国立保健医療科学院

447 地域医療基盤開発推進研究事業 診療ガイドラインの担う新たな役割とその展望に関する研究 中山　健夫 教授 京都大学

448 地域医療基盤開発推進研究事業 医療知識基盤にもとづく高度医療情報利活用に関する研究 大江　和彦 教授 東京大学

449 地域医療基盤開発推進研究事業 個人番号カードを活用した医療従事者認証手法に関する研究 大山　永昭 教授 国立大学法人東京工業大学

450 地域医療基盤開発推進研究事業
医療等IDの導入を前提とした医療情報を患者自身が管理可能な
基盤に関する制度・技術の検討

山本　隆一 理事長
一般財団法人医療情報システム開発セン
ター
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451 地域医療基盤開発推進研究事業 高齢化社会における死因究明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

452 地域医療基盤開発推進研究事業
臨床研修の到達目標と連動した研修プログラム及び評価方法・
指導方法に関する研究

福井　次矢 院長 聖路加国際大学

453 地域医療基盤開発推進研究事業 医師国家試験のあり方に関する研究 高木　康 教授 昭和大学

454 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

近藤　丘 院長 東北医科薬科大学

455 地域医療基盤開発推進研究事業 救急医療体制の推進に関する研究 山本　保博 会長 一般財団法人救急振興財団

456 地域医療基盤開発推進研究事業 ドクターヘリの適正配置・利用に関する研究 猪口　貞樹 教授 東海大学

457 地域医療基盤開発推進研究事業 医療機関の病床区分や人員配置等に関する研究 松田　晋哉 教授 産業医科大学

458 地域医療基盤開発推進研究事業
統合ケアを指向した効果的・効率的なサービスモデルに関する
研究

堀田　聰子 教授 国際医療福祉大学

459 地域医療基盤開発推進研究事業 アウトリーチ（訪問）型看護管理能力支援モデルの検証 手島　恵 教授 国立大学法人千葉大学
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460 地域医療基盤開発推進研究事業 医療通訳の認証のあり方に関する研究 中田　研 教授 国立大学法人大阪大学

461 地域医療基盤開発推進研究事業
特定機能病院、地域医療支援病院のあり方及び病院第三者評価
についての研究

熊川　寿郎
主任研究
官

国立保健医療科学院

462 地域医療基盤開発推進研究事業
医療の質指標に関する国内外レビュー及びより効果的な取組に
関する研究

福井　次矢 院長 聖路加国際大学

463 労働安全衛生総合研究事業
リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背
景・特徴・効果とわが国への適応可能性に関する調査研究

三柴  丈典 教授 学校法人近畿大学

464 労働安全衛生総合研究事業 じん肺の診断基準及び手法に関する調査研究 芦澤  和人 教授 国立大学法人長崎大学

465 労働安全衛生総合研究事業
行政推進施策による労働災害防止運動の好事例調査とその効果
に関する研究

大幢　勝利
センター
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

466 労働安全衛生総合研究事業
定性的手法を用いた労働災害防止対策に対する労働者の認識の
分析

熊崎　美枝子 准教授 国立大学法人横浜国立大学

467 労働安全衛生総合研究事業
飲食店の労働災害防止のための自主対応を促進するサポート技
術の開発とその展開方法に関する研究

酒井　一博 所長 公益財団法人労働科学研究所

468 労働安全衛生総合研究事業
ストレスチェック制度による労働者のメンタルヘルス不調の予
防と職場環境改善効果に関する研究

川上  憲人 教授 国立大学法人東京大学
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469 労働安全衛生総合研究事業
防爆構造電気機械器具に関する国際電気標準会議（IEC)規格に
関する調査研究

山隈　瑞樹
センター
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

470 労働安全衛生総合研究事業
メンタルヘルス問題を予防する教育・普及プログラムの開発及
び評価

竹中　晃二 教授 学校法人早稲田大学

471 労働安全衛生総合研究事業
労働生産性の向上や職場の活性化に資する対象集団別の効果的
な健康増進手法及びその評価方法の開発に関する研究

森　晃爾 教授 学校法人産業医科大学

472 労働安全衛生総合研究事業 労働生産性の向上に寄与する健康増進手法の開発に関する研究 島津　明人 准教授 国立大学法人東京大学大学院

473 労働安全衛生総合研究事業
機械設備に係る簡易リスクアセスメント手法の開発に関する調
査研究

梅崎　重夫 領域長
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

474 労働安全衛生総合研究事業 振動工具作業者における労働災害防止対策等に関わる研究 大神　明 教授 学校法人産業医科大学

475 労働安全衛生総合研究事業 粉じん作業における除じん装置の有効性の検討 明星　敏彦 教授 学校法人産業医科大学

476 労働安全衛生総合研究事業
経済情勢等が労働災害発生動向に及ぼす影響等に関する研究:多
変量時系列解析による数理モデルの開発と検証

松田　文子
主任研究
員

公益財団法人大原記念労働科学研究所

477 食品の安全確保推進研究事業
震災に起因する食品中の放射性物質ならびに有害化学物質の実
態に関する研究

蜂須賀　暁子 室長 国立医薬品食品衛生研究所
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478 食品の安全確保推進研究事業 既存添加物の安全性確保のための規格基準設定に関する研究 穐山　浩 部長 国立医薬品食品衛生研究所

479 食品の安全確保推進研究事業 ナノマテリアルの経口曝露による免疫毒性に対する影響 小川　久美子 部長 国立医薬品食品衛生研究所

480 食品の安全確保推進研究事業
食品中の微生物試験法の開発及びその実効性・妥当性評価に関
する研究

五十君　静信 教授 東京農業大学

481 食品の安全確保推進研究事業
非定型ＢＳＥ（牛海綿状脳症）に対する安全対策等に関する研
究

堀内　基広 教授 北海道大学

482 食品の安全確保推進研究事業
広域・複雑化する食中毒に対応する調査手法の開発に関する研
究

砂川　富正 室長 国立感染症研究所

483 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

豊福　肇 教授 国立大学法人山口大学

484 食品の安全確保推進研究事業 検査機関の信頼性確保に関する研究 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

485 食品の安全確保推進研究事業
腫瘍性病変をエンドポイントとするオルガノイド系を用いる食
品添加物等の遺伝毒性・発がん性の短期包括的試験法の開発

今井　俊夫
動物実験
部門長

国立研究開発法人国立がん研究センター

486 食品の安全確保推進研究事業
食品添加物等の遺伝毒性発がんリスク評価のための新戦略法に
関する研究

本間　正充 部長 国立医薬品食品衛生研究所
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487 食品の安全確保推進研究事業
遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の確立と香料の安全
性評価への応用に関する研究

西川　秋佳
センター
長

国立医薬品食品衛生研究所

488 食品の安全確保推進研究事業
バイオテクノロジーを用いて得られた食品のリスク管理及び国
民受容に関する研究

五十君　静信 教授 東京農業大学

489 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試験法の研究 寺嶋　淳 部長 国立医薬品食品衛生研究所

490 食品の安全確保推進研究事業 食品での新たな病原大腸菌のリスク管理に関する研究 工藤　由起子 室長 国立医薬品食品衛生研究所

491 食品の安全確保推進研究事業
我が国で優先すべき生物学的ハザードの特定と管理措置に関す
る研究

近藤　一成 部長 国立医薬品食品衛生研究所

492 食品の安全確保推進研究事業 食品由来薬剤耐性菌の発生動向及び衛生対策に関する研究 渡邉　治雄
客員研究
員

国立感染症研究所

493 食品の安全確保推進研究事業 マリントキシンのリスク管理に関する研究 長島　裕二 教授 東京海洋大学

494 食品の安全確保推進研究事業
食鳥肉におけるカンピロバクター汚染のリスク管理に関する研
究

朝倉　宏 室長 国立医薬品食品衛生研究所

495 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確保に関する研究 髙井　伸二 教授 北里大学
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496 食品の安全確保推進研究事業
行政機関や食品企業における食品防御の具体的な対策に関する
研究

今村　知明 教授 公立大学法人奈良県立医科大学

497 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

梅垣　敬三
情報セン
ター長

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所

498 食品の安全確保推進研究事業 HACCPの導入推進を科学的に支援する手法に関する研究 山本　茂貴 教授 東海大学

499 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関する影響と評価手法に関
する研究

明石　真言 副部門長
国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構

500 食品の安全確保推進研究事業
ゲノム情報を基盤とした国内外で流行する病原大腸菌のデータ
ベース化と検査態勢の整備に関する研究

井口　純 准教授 国立大学法人宮崎大学

501 食品の安全確保推進研究事業
食品中遺伝毒性物質の「事実上の閾値」形成におけるDNAポリメ
ラーゼζ（ゼータ）の関与

石井　雄二
主任研究
官

国立医薬品食品衛生研究所

502 食品の安全確保推進研究事業
Polκ欠損マウスを用いた高感度なCYP非依存的ベンゾ[a]ピレン
誘発遺伝毒性の評価

赤木　純一 研究員 国立医薬品食品衛生研究所

503 食品の安全確保推進研究事業 国内野生ジカにおける病原性寄生虫の疫学的研究 山﨑　朗子 助教 岩手大学

504 食品の安全確保推進研究事業
発芽前後におけるGMダイズの遺伝子発現プロファイリングに関
する基盤研究

中村　公亮
主任研究
官

国立医薬品食品衛生研究所
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505 食品の安全確保推進研究事業 食品添加物の安全性確保のための研究 佐藤　恭子 部長 国立医薬品食品衛生研究所

506 食品の安全確保推進研究事業 食品中残留農薬等の分析法に関する研究 根本　了 室長 国立医薬品食品衛生研究所

507 食品の安全確保推進研究事業 食品用器具・容器包装等に使用される化学物質に関する研究 六鹿　元雄 第三室長 国立医薬品食品衛生研究所

508 食品の安全確保推進研究事業 国際的に問題となる食品中のかび毒の安全性確保に関する研究 小西　良子 教授 麻布大学

509 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低減手法に関する研究 岡田　由美子 室長 国立医薬品食品衛生研究所

510 食品の安全確保推進研究事業 ウイルスを原因とする食品媒介性疾患の制御に関する研究 野田　衛 室長 国立医薬品食品衛生研究所

511 食品の安全確保推進研究事業 効果的なリスクコミュニケーション手法の検討とツールの開発 杉浦　淳吉 教授 慶應義塾大学

512 食品の安全確保推進研究事業
食品に残留する農薬の管理手法の精密化と国際的整合性に関す
る研究

渡邉　敬浩 室長 国立医薬品食品衛生研究所

513 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
法開発に関する研究

穐山　浩 部長 国立医薬品食品衛生研究所
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514 食品の安全確保推進研究事業
野生鳥獣保有微生物種の網羅的解析による喫食リスク低減化に
関する研究

福本　晋也 准教授 国立大学法人帯広畜産大学

515 食品の安全確保推進研究事業
食品関連製品に含有されるナノ素材の経口動態・ハザード情報
の集積と、新規物性・品質解析手法に関する研究

東阪　和馬 助教 大阪大学

516
食品の安全確保推進研究事業（カネミ油症に関する
研究）

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 国立大学法人九州大学大学院

517 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
地域のチーム医療における薬剤師の本質的な機能を明らかにす
る実証研究

今井　博久
統括研究
官

国立保健医療科学院

518 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
血液製剤及び献血血の安全性確保と安定供給の維持のための新
興・再興感染症に関する総合的研究

倉根　一郎 副所長 国立感染症研究所

519 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
危険ドラッグを含む薬物乱用・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

520 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
危険ドラッグおよび関連代謝産物の有害性予測法の確立と乱用
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

521 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
響予測に 関する研究

花尻 瑠理 室長 国立医薬品食品衛生研究所

522 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 ワクチンの品質確保のための国家検定に関する研究 加藤　篤 部長 国立感染症研究所
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523 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
製薬企業等による薬事関連コンプライアンス違反の実態とその
背景を踏まえた再発防止策の提案

白神 誠 教授 日本大学

524 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 効果的な献血推進および献血教育方策に関する研究 白阪 琢磨 部長
独立行政法人国立病院機構大阪医療セン
ター

525 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
サリドマイド胎芽病患者の健康、生活実態の諸問題に関する研
究

日ノ下　文彦
科長・総
長特任補
佐

国立研究開発法人国立国際医療研究セン
ター

526 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 アジア諸国の献血制度の構築と普及に関する研究 宮﨑　泰司 教授 国立大学法人長崎大学

527 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
アジア諸国における血漿分画製剤の製造体制の構築に関する研
究

河原　和夫 教授 国立大学法人東京医科歯科大学大学院

528 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
インターネットを通じて国際流通する医薬品の保健衛生と規制
に関する調査研究

木村　和子 教授 国立大学法人金沢大学

529 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、ＧＴＰ及び医薬品添加剤のガイドラインの国
際整合化に関する研究

櫻井　信豪 部長 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

530 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
機能性化粧品成分の個体差等に基づく安全性評価法の 策定に関
する研究

最上　知子 部長 国立医薬品食品衛生研究所

531 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
一般用医薬品における、化学合成品等のリスク区分の見直しと
生薬・漢方製剤の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
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532 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
無承認無許可医薬品の調査・分析及び量的概念を含む専ら医薬
品の規制に関する研究

袴塚 高志 部長 国立医薬品食品衛生研究所

533 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 採血基準の見直しに関する研究 河原　和夫 教授 国立大学法人東京医科歯科大学大学院

534 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

535 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
血液製剤の病原体不活化法の評価法開発と実ウイルスとモデル
ウイルスとの相違に関する研究

岡田　義昭 准教授 埼玉医科大学

536 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
高齢者等における薬物動態を踏まえた用法用量設定手法の検討
に関する研究

秋下　雅弘 教授 国立大学法人東京大学医学部附属病院

537 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・アーカイブズの基盤構築に関する総合研究 藤吉　圭二 教授 追手門学院大学

538 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
薬剤師が担う医療機関と薬局間の連携手法の検討とアウトカム
の評価研究

安原　眞人 教授 東京医科歯科大学

539 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
血漿分画製剤の安定的確保・製造供給体制のあり方に関する研
究

河原　和夫 教授 東京医科歯科大学大学院

540 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 輸血医療におけるトレーサビリティ確保に関する研究 浜口　功 部長 国立感染症研究所
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541 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 医薬品の広告監視の適正化を図る研究 白神　誠 教授 日本大学

542 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に関する研究 田中　理恵
主任研究
官

国立医薬品食品衛生研究所

543 化学物質リスク研究事業

化学物質の経気道暴露による毒性評価の迅速化、定量化、高精
度化に関する研究―シックハウス症候群を考慮した不定愁訴の
分子実態の把握と情動認知行動影響を包含する新評価体系の確
立―

北嶋　聡 室長 国立医薬品食品衛生研究所

544 化学物質リスク研究事業
前向きコーホート研究に基づく先天異常、免疫アレルギーおよ
び小児発達障害のリスク評価と環境化学物質に対する遺伝的感
受性の解明

岸　玲子 特任教授 国立大学法人北海道大学

545 化学物質リスク研究事業
ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法に関する総合研究-全
身暴露吸入による毒性評価研
究-

今井田　克己 教授 国立大学法人香川大学

546 化学物質リスク研究事業
抗原性物質への免疫応答に対するナノマテリアル経皮曝露の影
響に関する評価手法の開発研究

安達　玲子 室長 国立医薬品食品衛生研究所

547 化学物質リスク研究事業 室内環境中の未規制物質の網羅的解析に関する研究 雨谷　敬史 准教授 静岡県立大学

548 化学物質リスク研究事業
妊娠期のPFAAs・OH-PCB曝露による次世代への甲状腺機能攪乱作
用と生後の神経発達へ与える影響の解明

伊藤　佐智子 特任助教 国立大学法人北海道大学

549 化学物質リスク研究事業
免疫毒性評価試験法Multi-Immuno Toxicity assayの国際
validationへ向けての検討

相場　節也 教授 国立大学法人東北大学
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550 化学物質リスク研究事業
発生-発達期における低用量の化学物質曝露による成熟後の神経
行動毒性の誘発メカニズム解明と、その毒性学的評価系構築に
資する研究

種村　健太郎 教授 国立大学法人東北大学

551 化学物質リスク研究事業
新規in vitro評価系とマーカーの開発によるナノマテリアルの
リスク評価及びリスク低減化に関する研究

渡邉　昌俊 教授 国立大学法人横浜国立大学大学院

552 化学物質リスク研究事業
気道障害性を指標とする室内環境化学物質のリスク評価手法の
開発に関する研究

神野　秀人 教授 名城大学

553 化学物質リスク研究事業
ラット前がん病変の生物学的特徴に基づいた新たな肝発がんバ
イオマーカーの探索

高須　伸二
主任研究
官

国立医薬品食品衛生研究所

554 化学物質リスク研究事業
化審法で規定された変異原性検出試験（チミジンキナーゼ試
験）を改善する手法の開発

武田　俊一 教授 京都大学

555 化学物質リスク研究事業
透明性を確保した化学物質の新規なインシリコ毒性予測法の開
発

栗原　正明 部長 国立医薬品食品衛生研究所

556 化学物質リスク研究事業 発達期における統合的な遅発性神経毒性試験法の開発 諫田　泰成 室長 国立医薬品食品衛生研究所

557 化学物質リスク研究事業
カーボンナノチューブ等の肺、胸腔及び全身臓器における有害
性並びに発癌リスクの新規高効率評価手法の開発

津田　洋幸 特任教授 名古屋市立大学

558 化学物質リスク研究事業
芳香族アミンの膀胱に対するin vivo遺伝毒性および細胞動態の
短期解析

豊田　武士 室長 国立医薬品食品衛生研究所
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559 化学物質リスク研究事業
メタボロミクスを用いた膀胱発がん性芳香族アミン化合物の活
性代謝物の解明

三好　規之 助教 静岡県立大学

560 化学物質リスク研究事業
化学物質の安全性と発がん性リスク評価のための短・中期バイ
オアッセイ系の開発

吉見　直己 教授 国立大学法人琉球大学

561 化学物質リスク研究事業
受精卵培養液中のフタル酸類の受精卵及び出生児に対する影響
評価研究

相﨑　健一 室長 国立医薬品食品衛生研究所

562 化学物質リスク研究事業

化学物質の有害性評価手法の迅速化、高度化に関する研究－新
型反復暴露実験と単回暴露実験の網羅的定量的遺伝子発現情報
の対比による毒性予測の精緻化と実用版毒性予測評価システム
の構築－

菅野　純
客員研究
員

国立医薬品食品衛生研究所

563 化学物質リスク研究事業
室内濃度指針値見直しスキーム･曝露情報の収集に資する室内空
気中化学物質測定方法の開発

奥田　晴宏 副所長 国立医薬品食品衛生研究所

564 化学物質リスク研究事業 AOPおよびIATAに立脚した国際的な安全性評価手法の確立 西川　秋佳
センター
長

国立医薬品食品衛生研究所

565 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及び遅発毒性評価手法の開発に
関する研究

広瀬　明彦 部長 国立医薬品食品衛生研究所

566 化学物質リスク研究事業
化学物質のヒト健康リスク評価における（定量的)構造活性相関
およびカテゴリーアプローチの実用化に関する研究

本間　正充 部長 国立医薬品食品衛生研究所

567 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
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568 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 国立大学法人東北大学大学院

569 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外国
人・障害者等に対する熱中症対策に関する研究

三宅　康史 教授 帝京大学

570 健康安全・危機管理対策総合研究事業
保健医療福祉計画策定のためのデータウェアハウス構築に関す
る研究

岡本　悦司 教授 公立大学法人福知山公立大学

571 健康安全・危機管理対策総合研究事業
広域大規模災害時における地域保健支援・受援体制構築に関す
る研究

古屋　好美 保健所長
山梨県中北保健福祉事務所（中北保健
所）

572 健康安全・危機管理対策総合研究事業 公衆衛生医師確保のための連携の在り方に関する研究 三沢 あき子 講師 京都府立医科大学

573 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病原微生物検査に対する外部精度管理
の導入と継続的実施に必要な事業体制の構築に関する研究

皆川 洋子 所長 愛知県衛生研究所

574 健康安全・危機管理対策総合研究事業 地域特性に応じた保健活動推進ガイドラインの開発 麻原 きよみ 教授 聖路加国際大学

575 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管理体制運用マ
ニュアル実用化研究

宮崎 美砂子 教授 国立大学法人千葉大学大学院

576 健康安全・危機管理対策総合研究事業
水道における連続監視の最適化および浄水プロセスでの処理性
能評価に関する研究

小坂　浩司
主任研究
官

国立保健医療科学院
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577 健康安全・危機管理対策総合研究事業
地表水を対象とした浄水処理の濁度管理技術を補完する紫外線
処理の適用に関する研究

大垣　眞一郎 理事長 公益財団法人水道技術研究センター

578 健康安全・危機管理対策総合研究事業 自家用水道の災害時の活用および管理水準の向上に関する研究 早川　哲夫 参与 一般社団法人全国給水衛生検査協会
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