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担当部局・課室

創薬基盤推進研究事業 ｐ４ ｐ３ 医政局研究開発振興課

臨床研究・治験推進研究事業 ｐ７ ｐ８ 医政局研究開発振興課

医薬品等規制調和・評価研究事業 ｐ１０ ｐ１３ 食品医薬品等リスク分析
研究事業

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 ｐ２３７ ｐ５５ 医薬・生活衛生局総務課

創薬支援推進事業 ｐ１８ ｐ１６ 大臣官房厚生科学課

医療機器開発推進研究事業 ｐ２１ ｐ２１ 医政局研究開発振興課

開発途上国・新興国等における医療
技術等実用化研究事業 ｐ２４ ｐ２６ 医政局総務課医療国際展開推進

室

革新的医療技術創出拠
点プロジェクト

革新的医療シーズ実用化研究事業 ｐ２７ ｐ３０ 医政局研究開発振興課

再生医療実現プロジェク
ト

再生医療実用化研究事業 ｐ３１ ｐ３４ 医政局研究開発振興課

ゲノム創薬基盤推進研究事業 ｐ３５ ｐ３８ 医政局研究開発振興課

臨床ゲノム情報統合データベース整
備事業 ｐ３９ ｐ４２ 医政局研究開発振興課

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事業 ｐ４３ ｐ４６ がん対策推進総合研究
事業

がん政策研究事業 ｐ１６０ ｐ１６ 健康局がん・疾病対策課

認知症研究開発事業 ｐ４９ ｐ５０ 認知症政策研究事業 ｐ１９８ ｐ３５ 老健局総務課認知症施策推進室

障害者対策総合研究開発事業 ｐ５４ ｐ５３ 障害者政策総合研究事業 ｐ２０２ ｐ３７ 障害保健福祉部精神・障害保健
課

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事業 ｐ５９ ｐ５７ 感染症対策総合研究事

業
新興・再興感染症及び予防接種政策推
進研究事業 ｐ２０７ ｐ３９ 健康局結核感染症課

難病克服プロジェクト 難治性疾患実用化研究事業 ｐ６４ ｐ６１ 生活習慣病・難治性疾
患等総合研究事業

難治性疾患政策研究事業 ｐ１７４ ｐ２２ 健康局難病対策課

地球規模保健課題解決推進のため
の研究事業 　うち国際課分 ｐ６７ ｐ６５ 行政政策研究事業

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 ｐ１４８ ｐ１１ 大臣官房国際課

地球規模保健課題解決推進のため
の研究事業 　うち厚生科学課分 ｐ７１ ｐ６８ 大臣官房厚生科学課

成育疾患克服等総合研究事業 ｐ７４ ｐ７１ 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 ｐ１５５ ｐ１４ 子ども家庭局母子保健課

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対
策実用化研究事業 ｐ８０ ｐ７４ 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策

総合研究事業 ｐ１６３ ｐ１８ 健康局健康課

女性の健康の包括的支援実用化研
究事業 ｐ８７ ｐ７７ 女性の健康の包括的支援政策研究事業 ｐ１７１ ｐ２０ 健康局健康課女性の健康推進室

腎疾患実用化研究事業 ｐ９１ ｐ８０ 腎疾患政策研究事業【分離新設】 ｐ１７８ ｐ２４ 健康局難病対策課

免疫アレルギー疾患実用化研究事業 ｐ９５ ｐ８３ 免疫アレルギー疾患政策研究事業 ｐ１８１ ｐ２６ 健康局がん・疾病対策課

移植医療技術開発研究事業 ｐ１０２ ｐ８６ 移植医療基盤整備研究事業 ｐ１８５ ｐ２８ 健康局難病対策課移植医療対策
推進室

慢性の痛み解明研究事業 ｐ１０６ ｐ８９ 慢性の痛み政策研究事業 ｐ１９０ ｐ３０ 健康局難病対策課

エイズ対策実用化研究事業 ｐ１１０ ｐ９２ エイズ対策政策研究事業 ｐ２１０ ｐ４１ 健康局結核感染症課エイズ対策
推進室

肝炎等克服実用化研究事業 ｐ１１５ ｐ９５ 肝炎等克服政策研究事業 ｐ２１４ ｐ４３ 健康局がん・疾病対策課肝炎対策
推進室

長寿科学研究開発経事業 ｐ１２０ ｐ９９ 長寿科学政策研究事業 ｐ１９３ ｐ３３ 老健局老人保健課

障害者対策総合研究開発事業 ｐ１２５ ｐ１０３ 障害者政策総合研究事業(再掲) (p２０２) (ｐ３７) 障害保健福祉部企画課

「統合医療」に係る医療の質向上・科
学的根拠収集研究事業 ｐ１２９ ｐ１０６ 医政局総務課

臨床研究等ICT基盤構築･人工知能
実装研究事業 ｐ１３２ ｐ１０９ 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 ｐ１４３ ｐ７ 大臣官房厚生科学課

政策科学推進研究事業 ｐ１３５ ｐ３ 政策統括官付政策評価官室

統計情報総合研究事業 ｐ１３９ ｐ５ 政策統括官付保健統計室

倫理的法的社会的課題研究事業 ｐ１４６ ｐ９ 大臣官房厚生科学課

厚生労働科学特別研究事業 ｐ１５３ なし 大臣官房厚生科学課

地域医療基盤開発推進
研究事業

地域医療基盤開発推進研究事業 ｐ２１８ ｐ４６ 医政局総務課

労働安全衛生総合研究
事業

労働安全衛生総合研究事業 ｐ２２６ ｐ４９ 安全衛生部計画課

食品の安全確保推進研究事業 ｐ２２９ ｐ５１ 医薬・生活衛生局食品安全企画
課

カネミ油症に関する研究事業 ｐ２３４ ｐ５３ 医薬・生活衛生局食品安全企画
課

化学物質リスク研究事業 ｐ２４２ ｐ５７ 医薬・生活衛生局医薬品審査管
理課化学物質安全対策室

健康安全・危機管理対
策総合研究事業

健康安全・危機管理対策総合研究事業 ｐ２４５ ｐ５９ 健康局健康課

平成31年度研究事業実施方針（案）　対応表

オールジャパンでの医薬
品創出プロジェクト

オールジャパンでの医療
機器開発プロジェクト

疾病克服に向けたゲノム
医療実現プロジェクト

食品医薬品等リスク分析
研究事業

厚労科研事業名

政策科学総合研究事業

その他（厚生労働科学に
係る医療分野の研究開
発）

長寿・障害総合研究事
業

感染症対策総合研究事
業

脳とこころの健康大国実
現プロジェクト

長寿・障害総合研究事
業

生活習慣病・難治性疾
患等総合研究事業
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