
1 森本 幾夫 順天堂大学 特任教授
悪性胸膜中皮腫のヒト化CD26抗体療法確立のための予後・治療効果予測バ
イオマーカーの開発

16,000

2 藤本 伸一
独立行政法人労働者健康安全機構
岡山労災病院

部長 石綿関連胸膜疾患における個別化治療とケアの確立 16,000

3 榛葉 俊一 静岡済生会総合病院 部長
うつ病等の精神疾患による療養からの復職時における客観的症状評価のた
めの心拍変動検査の有用性に関する研究

5,280

4 須賀 万智 東京慈恵会医科大学 教授
架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の粉体を取り扱う労働者に発生し
た呼吸器疾患に関する研究

15,000

5 大神 明 産業医科大学 教授 電動ファン付き保護具の実用性並びに普及に関する研究 13,000

6 宮本 顕二
独立行政法人労働者健康安全機構
北海道中央労災病院

院長 じん肺の適切な診断を推進するツールの開発 9,000

7 松瀬 博夫 久留米大学 准教授
CO中毒による高次脳機能障害患者の社会復帰を目的とした包括的リハビリ
テーションに関する研究

13,999

8 欅田 尚樹 国立保健医療科学院 部長
不均等被ばくを伴う放射線業務における被ばく線量の実態調査と線量低減に
向けた課題評価に関する研究

15,000

9 平井 啓 大阪大学 准教授 治療と職業生活の両立におけるストレスマネジメントに関する研究 15,600

10 堤 明純 北里大学 教授
医学的知見に基づく裁量労働を含む長時間労働者に対する適切な面接指導
実施のためのマニュアルの作成に関する研究

7,995

11 堀江 正知 産業医科大学 教授
長時間労働者への医師による面接指導を効果的に実施するためのマニュア
ルの作成

8,216

12 －
ストレスチェックと健康診断結果の関連性の分析及び業種別、職種別の特徴
に関する研究

9,000
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13 横山 和仁 順天堂大学 教授 職業性ストレス簡易調査票の外国語版の作成に関する研究 6,990

14 丸山 崇 産業医科大学 准教授
熱中症予防対策におけるウェアラブルセンサーの活用と効果的な熱中症予
防法の検証

7,800

15 山内 貴史 東京慈恵会医科大学 助教 過重労働を背景とする事故関連事例の分析 13,000

16 － 過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究 167,833独立行政法人労働者健康安全機構
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1 川上 憲人 東京大学 教授
多様な労働者がストレスチェックを受検するに当たって望まれる支援に関する
研究

5,850

2 小林　廉毅 東京大学 教授
化学物質の有害性評価を加速するための国内疫学的サーベイランス手法の
開発

9,990

3 立道　昌幸 東海大学 教授
健康診断結果の経年変化に視点をおいた望ましい健診結果の活用と事後措
置のあり方に関する研究

10,000

4 森　晃爾 産業医科大学 教授
特定業務従事者の健康診断等の労働安全衛生法に基づく健康診断の諸課
題に対する実態把握と課題解決のための調査研究

10,000

5 松平　浩 東京大学 特任教授 企業・産業保健スタッフ・医療機関の連携による両立支援システムの開発 14,950

6 堤　明純 北里大学 教授
治療と就労の両立支援のための事業場内外の産業保健スタッフと医療機関
の連携モデルとその活動評価指標の開発に関する研究

12,710

7 中村　俊介
独立行政法人労働者健康安全機構
和歌山労災病院

部長 医療機関における両立支援の取り組みに関する研究 16,380

8 川口 陽子 東京医科歯科大学 教授 歯科口腔保健と就労環境との関連に関する研究 9,100

9 上條　英之 東京歯科大学 教授 歯科疾患・歯科保健サービス等と就労環境との関わりに関する研究 8,500

10 和田　哲郎 筑波大学 准教授
騒音性難聴による生活の質と労働生産性の低下を防ぐ予防から発症後まで
俯瞰したデータ収集と現場の支援

5,000

11 池田　知純 東京慈恵会医科大学 客員准教授 高気圧作業に伴う船上(水上）減圧等に係る調査研究 5,070

12 堀江 正知 産業医科大学 教授 過重労働による生体影響のバイオロジカルモニタリング指標の開発 15,431
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1 岡﨑 龍史 産業医科大学 教授
放射線教育プログラムによる放射線業務従事者の知識向上と不安低下度の
定量的解析

10,686

2 安部  哲哉 筑波大学 講師
腰痛予防対策指針策定に向けた重量物取り扱い，介護・看護作業における装
着型ロボットの腰部負担軽減効果および作業省力化に関する研究

10,000

3 山田 孝禎 福井大学 准教授 重量物挙上に伴い発生する腰痛の予防を目的とした装着型ロボットの効果 9,880

4 岸本 卓巳
独立行政法人労働者健康安全機構
岡山労災病院

センター長
職場における化学物質の感作性障害に対する防止措置と健康管理の有効性
に関する研究

9,900

5 立石 清一郎 産業医科大学 准教授
身体疾患を有する労働者が円滑に復職できることを目的とした、科学的根拠
に基づいた復職ガイダンスの策定に関する研究

5,200

6 豊田 章宏
独立行政法人労働者健康安全機構
中国労災病院

所長 復職コーディネーターによる介入事例データベース作成に関する研究 3,520

7 中田 光紀 国際医療福祉大学 教授
ストレス関連疾患・作業関連疾患の発症に寄与する職業因子ならびに発症を
予測するバイオマーカーと自律神経バランスに関する研究

26,592

8 笽島 茂 三重大学 教授
ストレス関連疾患の発症に寄与する勤務状況の因子とその影響に関する研
究 ―健康に最適な労働時間は存在するのか？―

26,000

1 － 東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究 542,553
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