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職員名簿

Ⅵ　その他

１．職員名簿
（平成２５年４月１日現在）

健康危機管理研究部政策技術評価研究部
松谷有希雄院長

金谷　泰宏　部長佐藤　　元　部長
（疫学調査研究分野）（技術評価研究分野）

－次長
谷畑　健生　主任研究官高橋　邦彦　主任研究官
橘　とも子　上席主任研究官荻野　大助　主任研究官

曽根　智史企画調整主幹
武村　真治　上席主任研究官野口　都美　主任研究官
石峯　康浩　上席主任研究官藤井　　仁　主任研究官今井　博久統括研究官
大山　卓昭　主任研究官生涯健康研究部加藤　則子統括研究官
江藤亜紀子　主任研究官横山　徹爾　部長成木　弘子統括研究官
高橋　邦彦　主任研究官（併任）（地域保健システム研究分野）三浦　宏子統括研究官

国際協力研究部安藤　雄一　上席主任研究官筒井　孝子統括研究官
兵井　伸行　部長吉田　穂波　主任研究官大澤　元毅統括研究官
綿引　信義　上席主任研究官逢見　憲一　主任研究官秋葉　道宏統括研究官
温泉川肇彦　上席主任研究官大庭　志野　主任研究官土井由利子統括研究官
冨田奈穂子　主任研究官（保健指導研究分野）総務部
大澤　絵里　主任研究官福島富士子　上席主任研究官岡山　健二　部長
堀井　聡子　主任研究官守屋　信吾　上席主任研究官山本　晃嗣　総務課長
下ヶ橋雅樹　主任研究官奥田　博子　上席主任研究官古賀　政史　総務課長補佐

研究情報支援研究センター米澤　純子　主任研究官馬場　祥江　　庶務係長
緒方　裕光　センター長石川みどり　主任研究官工藤　静男　　庶務係運転手（再任用）
水島　　洋　上席主任研究官川崎　千恵　主任研究官加藤　邦司　　人事係長
福田　　敬　上席主任研究官医療・福祉サービス研究部磯部　真一　　人事係主任
西川　正子　上席主任研究官熊川　寿郎　部長中村　雅志　　厚生係長
奥村　貴史　主任研究官（地域医療システム研究分野）山田　陽子　　厚生係主任
中尾　裕之　主任研究官岡本　悦司　上席主任研究官永田　光一　　研究助成班主査
白岩　　健　研究員種田憲一郎　上席主任研究官泉　　峰子　図書館サービス室長
泉　　峰子　併任平塚　義宗　上席主任研究官澤栗　　茂　　情報支援係長
澤栗　　茂　併任大坪　浩一　主任研究官泉　　峰子　　情報管理係長（併任）

（研修関係）玉置　　洋　主任研究官岡山　幸平　会計課長
五十君靜信　併任（福祉サービス研究分野）驂澤　得三　会計課長補佐
大城　直雅　併任深田　　聡　上席主任研究官萩原　　毅　　予算係長
岡田由美子　併任森川　美絵　主任研究官森田　朱音　　予算係
百瀬　愛佳　併任松繁　卓哉　主任研究官草柳　秀雄　　契約係長
香取　典子　併任米山　正敏　主任研究官吉村由紀夫　　契約係主任
坂本　知昭　併任生活環境研究部江頭　圭三　　出納決算係長
小出　達夫　併任欅田　尚樹　部長箕浦　正之　　出納決算係
中岡　竜介　併任（衛生環境管理研究分野）驂澤　得三　施設管理室長（併任）
植松　美幸　併任佐田　文宏　上席主任研究官松浦　輝雄　　施設係長
大石　和徳　併任内山　茂久　上席主任研究官赤間　克巳　研修・業務課長
石岡　大成　併任山口　一郎　上席主任研究官山中　光則　研修・業務課長補佐
木村　博一　併任牛山　　明　上席主任研究官吉田　正和　研修・業務課長補佐（併任）
大西　　真　併任志村　　勉　上席主任研究官入江　千秋　　企画係長
柴山　恵吾　併任寺田　　宙　主任研究官熊谷　正仁　　研修第一係長
八木田健司　併任稲葉　洋平　主任研究官渡部　　浩　　研修第二係長
泉山　信司　併任（水管理研究分野）岡村　真弓　　研修第二係

伊藤　雅樹　上席主任研究官宮川　耕平　　研修第二係
浅見　真理　上席主任研究官設楽　美枝　　研修第二係（臨時的任用）
島闢　　大　上席主任研究官櫻井　朋江　　研修第三係長
大野　浩一　上席主任研究官入江　千秋　　研修第四係長（併任）
小坂　浩司　主任研究官吉田　正和　研究業務室長
岸田　直裕　主任研究官入江　千秋　　国際協力係長（併任）

（建築・施設管理研究分野）入江　千秋　　研究経理係長（併任）
小林　健一　上席主任研究官木寺　章弘　　研究経理係
阪東美智子　主任研究官
金　　　勲　主任研究官
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職員人事異動

２．職員人事異動

異　動　内　容氏　　名所　　属年 月 日

関西空港検疫所へ出向海野　直人総務部H２５.４.１

厚生労働省へ出向、国立保健医療科学院併任永田　光一総務部H２５.４.１

名古屋検疫所へ出向末政桂一郎総務部H２５.４.１

国立感染症研究所へ出向田中　　豊総務部H２５.４.１

国立感染症研究所へ出向宮間　　浩総務部H２５.４.１

東北厚生局へ出向高橋　康大総務部H２５.４.１

東京検疫所東京空港検疫所支所へ出向柳沢　吉行総務部H２５.４.１

環境省から転任山本　晃嗣総務部H２５.４.１

小樽検疫所から転任澤栗　　茂総務部H２５.４.１

厚生労働省から転任萩原　　毅総務部H２５.４.１

横浜検疫所から転任松浦　輝雄総務部H２５.４.１

国立感染症研究所から転任山中　光則総務部H２５.４.１

国立感染症研究所から転任入江　千秋総務部H２５.４.１

厚生労働省から転任渡部　　浩総務部H２５.４.１

神戸検疫所から転任宮川　耕平総務部H２５.４.１

厚生労働省から転任温泉川肇彦国際協力研究部H２５.４.１

採用藤井　　仁政策技術評価研究部H２５.４.１

採用金　　　勲生活環境研究部H２５.４.１

国立保健医療科学院併任清水　友紀総務部H２５.４.１６

任期満了退職佐田　文宏生活環境研究部H２５.６.３０

任期満了退職内山　茂久生活環境研究部H２５.６.３０

採用内山　茂久生活環境研究部H２５.７.１

福岡検疫所福岡空港検疫所支所へ出向大坪　浩一医療・福祉サービス研究部H２５.７.１

国立保健医療科学院併任佐田　文宏生活環境研究部H２５.７.１

独立行政法人労働者健康福祉機構から転任上家　和子次長H２５.７.２

辞職高橋　邦彦政策技術評価研究部H２５.７.３１

厚生労働省へ出向
（辞職：独立行政法人日本年金機構採用予定）深田　　聡医療・福祉サービス研究部H２５.９.３０

辞職石川みどり生涯健康研究部H２５.１２.３１

採用石川みどり生涯健康研究部H２６.１.１

辞職上家　和子次長H２６.３.３０

定年退職赤間　克巳総務部H２６.３.３１

定年退職大澤　元毅統括研究官H２６.３.３１

定年退職兵井　伸行国際協力研究部H２６.３.３１

辞職筒井　孝子統括研究官H２６.３.３１

辞職福島富士子生涯健康研究部H２６.３.３１

任期満了退職内山　茂久生活環境研究部H２６.３.３１

任期満了退職荻野　大助研究情報支援研究センターH２６.３.３１

辞職谷畑　健生健康危機管理研究部H２６.３.３１

辞職
（独立行政法人国立健康・栄養研究所採用予定）馬場　祥江総務部総務課H２６.３.３１

国立保健医療科学院併任解除佐田　文宏生活環境研究部H２６.３.３１
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予算の概要

３．予算の概要
平成２５年４月１日　　　（単位：千円）

備　　　　考
差　　引
増△減額
Ｂ － Ａ

平成2５年度
予　算　額

Ｂ

平成2４年度
予　算　額

Ａ
事　　　　　　　　　　　　項

【一般会計】
対２４年度　９２.２０％△９４,２７２１,１１３,６０７１,２０７,８７９（項）厚生労働本省試験研究所共通費
対２４年度　９２.２０％△９４,２７２１,１１３,６０７１,２０７,８７９　国立保健医療科学院に必要な経費

△４８,０３９９０７,２１２９５５,２５１既定定員に伴う経費１
△４６,３８９△ ４６,３８９０定員合理化に伴う経費２
９,２９１９,２９１０増員要求に伴う経費３
△５６０７,９４５８,５０５国立保健医療科学院共通経費４
△３,３３６１６,２８９１９,６２５国立保健医療科学院運営経費

５

△１２１２,８５１２,９７２（１）人当経費
△２,５６４７,５６７１０,１３１（２）一般事務経費

０１,３２７１,３２７（３）官公庁会計データ通信システム経費
△３８３４,５４４４,９２７（４）電子入札システム経費
△２６８０２６８（５）人事・給与関係業務情報システム移行に必要な経費
６０９６０,３４８５９,７３９研究情報ネットワークシステム整備費６
△４２５１,０１６１,４４１図書館経費７
△５,４２３１５７,８９５１６３,３１８本館棟施設管理等事務経費８

対２４年度　８９.６５％△４４,５１７３８５,５０４４３０,０２１（項）厚生労働本省試験研究所試験研究費
△４４,５１７３８５,５０４４３０,０２１　国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究に必要な経費

対２４年度　７４.３４％△２３,３１３６７,５３０９０,８４３　研修事業
△２０,８１７４６,１２９６６,９４６専門・研究課程教育費１
△１,８２７６,７２２８,５４９特定課程養成訓練費２
△６３１,６２０１,６８３エイズに関する教育・研修経費３
△９２７,４８５７,５７７感染症対策研修経費４
△６３１,１３９１,２０２福祉担当職員研修経費５
△２１７３９７６０児童虐待予防研修経費６
△４３０３,６９６４,１２６臨床試験（生物統計学）に係る人材育成事業７

対２４年度　９６.２７％△４,８２８１２４,５８１１２９,４０９　運営費
△１,２７４５４,９１４５６,１８８国立保健医療科学院共通経費８
△３,３９１５７,７８７６１,１７８競争的研究事務経費９
△１６０４,７８７４,９４７国立保健医療科学院運営経費

１０
△１１,８８０１,８８１（１）一般事務経費
△３６４４６４７（２）研究費

△１５５１,９３１２,０８６（３）研究調査経費
△１３３２３３３（４）特殊施設管理運営費
△１２,９６３２,９６４動物実験実習施設経費１１
△１７２９７３０特殊実験室管理運営費１２
△１３,４０１３,４０２一般用Ｘ線撮影装置維持費１３

対２４年度　９２.０９％△１１,１５９１２９,８５０１４１,００９　庁舎管理費
△１１,１５９１２９,８５０１４１,００９研究研修棟施設管理等事務経費

１４ △９,０００１１０,２９４１１９,２９４（１）研究研修棟
△２,１５９１９,５５６２１,７１５（２）寄宿舎棟

対２４年度　９２.４１％△５,２１７６３,５４３６８,７６０　調査研究事業
△３３１０,９３２１０,９６５基盤的研究費１５

△４,９９８１５,４５４２０,４５２電子図書館事業費１６
０１７,３３２１７,３３２臨床研究登録情報の検索ポータルサイト運営事業１７

△１８２６,４６３６,６４５医療・福祉サービス研究

１８

△１３４３３４４（１）医療機関における新たな概念と手法を用いたマネジメント教育に関する研究
△５３２,５４９２,６０２（２）保健医療福祉サービスに関する調査研究
△３６８６０８９６（３）有効な介護予防のための保健事業の開発，実施，評価支援に関する調査研究事業
△６６１,４１３１,４７９（４）地域医療マネジメント・医療の質の向上に関する研究
△２６１,２９８１,３２４（５）エビデンスに基づく医療計画の策定に関する調査研究と教育研修事業
△４１３,３６２１３,３６６生活環境研究

１９
△１４,３４８４,３４９（１）給水装置の安全性に関する調査研究事業
△１５,２２６５,２２７（２）持続可能な浄水処理技術評価研究事業
△１５０４５０５（３）水・衛生分野の国際協力手法に関する調査研究事業
△１３,２８４３,２８５（４）水道水中の放射性物質の低減方策に関する調査研究及び教育訓練事業

対２４年度　９１.５３％△１３８,７８９１,４９９,１１１１,６３７,９００計

【復興特別会計】
対２４年度　０.００％△３１,１２７０３１,１２７（項）厚生労働本省試験研究所共通費

△３１,１２７０３１,１２７　国立保健医療科学院に必要な経費
△３０,３２２０３０,３２２既定定員に伴う経費１
△８０５０８０５国立保健医療科学院運営経費

２ △８５０８５（１）人当経費
△７２００７２０（２）一般事務経費

対２４年度　　－△３１,１２７０３１,１２７小　　　　計

対２４年度　８９.８２％△１６９,９１６１,４９９,１１１１,６６９,０２７合　　　　計
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海外派遣状況

４．海外派遣状況

用　　　　　　　務出張期間渡航先氏　　名所　　属

国際希少疾患研究コンソーシアム（IRDiRC）第１回会合出席H25.4.14～H25.4.19アイルランド水島　　洋研究情報支援
研究センター

モンゴル実地疫学専門家養成コースに対する技術支援H25.4.14～H25.4.27モンゴル大山　卓昭健康危機管理
研究部

医療制度における情報通信技術の基準作成に係るEC－
OECDワークショップへの出席H25.4.17～H25.4.21ベルギー熊川　寿郎医療・福祉

サービス研究部

水道水の安全性に関する国際シンポジウム出席H25.4.28～H25.4.30韓国浅見　真理生活環境研究部

アジアにおける回避可能な失明の予防計画についての
WPRO専門家会議への出席H25.5.5～H25.5.9フィリピン平塚　義宗医療・福祉

サービス研究部

HTAsiaLink第2回国際会議出席H25.5.12～H25.5.15マレーシア福田　　敬研究情報支援
研究センター

OECD医療の質の指標専門家会合への出席H25.5.15～H25.5.19フランス熊川　寿郎医療・福祉
サービス研究部

第18回世界災害・救急医学会における研究発表及び意見交換H25.5.27～H25.6.2英国佐藤　　元政策技術評価
研究部

希少疾患の専門家会合における，希少疾患対応の国際連携
についての意見交換及び情報収集H25.6.4～H25.6.10ルクセンブル

ク，フランス水島　　洋研究情報支援
研究センター

HTAi第10回学術総会及び関連会議出席H25.6.13～H25.6.19韓国福田　　敬研究情報支援
研究センター

第10回医療技術評価国際学会総会における意見交換及び情
報収集H25.6.16～H25.6.19韓国冨田奈穂子国際協力研究部

国際水会議「Micropol＆Ecohazard 2013」における研究発表
及び意見交換H25.6.16～H25.6.22スイス大野　浩一生活環境研究部

国際水会議「Micropol＆Ecohazard 2013」における研究発表
及び意見交換H25.6.16～H25.6.22スイス小坂　浩司生活環境研究部

CBMS2013における研究発表及び情報収集H25.6.20～H25.6.24ポルトガル奥村　貴史研究情報支援
研究センター

第73回米国糖尿病学会における生活習慣病に関する意見交換H25.6.21～H25.6.25米国今井　博久統括研究官

WHOたばこ研究室ネットワーク会議出席H25.6.22～H25.6.28スイス内山　茂久生活環境研究部

WHOたばこ研究室ネットワーク会議出席H25.6.22～H25.6.28スイス欅田　尚樹生活環境研究部

トルコにおける医療制度に関する聞き取り調査H25.6.22～H25.6.30トルコ白岩　　健研究情報支援
研究センター

第20回国際老年学会における意見交換及び研究発表H25.6.23～H25.6.25韓国筒井　孝子統括研究官

第20回国際老年学会における研究発表H25.6.23～H25.6.27韓国三浦　宏子統括研究官

シンガポール国立大学主催NIHAヘルスケアリーダーシップ
プログラムにおける意見交換及び情報収集H25.6.23～H25.7.6シンガポール冨田奈穂子国際協力研究部

国際学会EPR2013及びDart-Dose CMCR会合における意見交
換及び情報収集H25.6.25～H25.7.1米国山口　一郎生活環境研究部

9th World Congress on Health Economics: Celebrating 
Health Economicsにおける研究発表及び意見交換H25.7.6～H25.7.11オーストラリア熊川　寿郎医療・福祉

サービス研究部

第9回国際医療経済学会総会における研究発表H25.7.6～H25.7.12オーストラリア冨田奈穂子国際協力研究部

ミャンマー「保健行政マネジメント強化プロジェクト（仮
称）」案件形成のための調査H25.8.7～H25.8.15ミャンマー熊川　寿郎医療・福祉

サービス研究部

ミャンマー「保健行政マネジメント強化プロジェクト（仮
称）」案件形成のための調査H25.8.7～H25.8.15ミャンマー堀井　聡子国際協力研究部

JICA中国「家庭保健を通じた感染症予防等健康教育強化プ
ロジェクト」の中間レビュー調査H25.8.11～H25.8.17中国兵井　伸行国際協力研究部

WPRO主催環境と保健に関する閣僚級地域フォーラム「水と
衛生に関するテーマ別ワーキンググループ会議」への出席H25.8.18～H25.8.21フィリピン大野　浩一生活環境研究部

国際会議「環境と健康─東西南北への橋渡し」出席及び研
究発表H25.8.18～H25.8.25スイス佐田　文宏生活環境研究部
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ISEE（Conference of ISEE, ISES, and ISIAQ）における，成
果発表，討論及び情報収集H25.8.18～H25.8.25スイス江藤亜紀子健康危機管理

研究部

「URSI K委員会及びICNIRP合同ワークショップ」への出席H25.8.28～H25.9.1フランス牛山　　明生活環境研究部

第73回国際薬剤師・薬学連合国際会議における研究発表及び
意見交換H25.8.30～H25.9.6アイルランド今井　博久統括研究官

国際的な希少疾患ネットワークの調査及び共同研究につい
ての意見交換及び情報収集H25.8.31～H25.9.4スペイン水島　　洋研究情報支援

研究センター

国際的なActiveAgingにおける日本の貢献に関する検討会に
かかる海外調査H25.9.1～H25.9.5インドネシア曽根　智史企画調整主幹

トンガ・フィジー　地域保健看護師のための「現場ニーズに
基づく現任研修」強化プロジェクト終了時評価調査H25.9.6～H25.9.25トンガ，フィ

ジー堀井　聡子国際協力研究部

水中の健康関連微生物に関する第17回国際シンポジウムに
おける研究成果の発表H25.9.14～H25.9.23ブラジル岸田　直裕生活環境研究部

ホーチミン市公衆衛生医療院における疫学に関する講義H25.9.22～H25.9.27ベトナム大山　卓昭健康危機管理
研究部

メコン川流域諸国の公衆衛生に関する第5回国際会議への出席H25.9.27～H25.10.1ミャンマー熊川　寿郎医療・福祉
サービス研究部

ミャンマー国「地方州総合病院整備計画準備調査」への参加H25.9.29～H25.10.5ミャンマー小林　健一生活環境研究部

ニュージーランドにおける医療経済評価の活用に関する聞
き取り調査H25.10.5～H25.10.9ニュージーランド白岩　　健研究情報支援

研究センター

WHO本部におけるグローバル・ヘルスに関する情報収集H25.10.5～H25.10.11スイス冨田奈穂子国際協力研究部

第３回国際水協会会議・展示会及び水道維持管理ネットワー
ク会合への出席H25.10.12～H25.10.19ケニア下ヶ橋雅樹国際協力研究部

第45回アジア太平洋公衆衛生学会出席H25.10.25～H25.10.28中国橘　とも子健康危機管理
研究部

第45回アジア太平洋公衆衛生学会における，生活習慣病対
策の国際政策比較に関する研究成果の発表H25.10.25～H25.10.28中国堀井　聡子国際協力研究部

水環境における異臭問題に関する第10回国際水協会シンポ
ジウムにおける研究成果発表H25.10.27～H25.11.1台湾岸田　直裕生活環境研究部

第141回米国太平洋公衆衛生学会における，生活習慣病対策
の国際政策比較に関する研究成果の発表H25.11.1～H25.11.7米国堀井　聡子国際協力研究部

第16回国際医薬経済・アウトカム研究学会ヨーロッパ部会に
おける研究発表H25.11.2～H25.11.8アイルランド冨田奈穂子国際協力研究部

第16回国際医薬経済・アウトカム研究学会ヨーロッパ部会へ
の出席H25.11.3～H25.11.8アイルランド福田　　敬研究情報支援

研究センター

第16回国際医薬経済・アウトカム研究学会ヨーロッパ部会へ
の出席H25.11.3～H25.11.8アイルランド白岩　　健研究情報支援

研究センター

WHO水・衛生・健康プログラムにおける，短期専門家とし
ての支援H25.11.3～H25.12.8スイス下ヶ橋雅樹国際協力研究部

米国水道協会主催水質技術専門家会議への出席H25.11.4～H25.11.7米国浅見　真理生活環境研究部

OECD医療の質の指標専門家会合への出席H25.11.6～H25.11.10フランス熊川　寿郎医療・福祉
サービス研究部

OECD医療の質の指標専門家会合への出席H25.11.6～H25.11.9フランス岡本　悦司医療・福祉
サービス研究部

ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト第1回国際
セミナーへの参加H25.11.10～H25.11.17ラオス伊藤　雅喜生活環境研究部

生活習慣病対策の人材育成プログラムに関する研究打ち合わせH25.11.10～H25.11.13フィリピン曽根　智史企画調整主幹

フィリピン大学，フィリピン保健省及びWHO西太平洋事務局
における生活習慣病対策についての情報収集及び意見交換H25.11.10～H25.11.21フィリピン大澤　絵里国際協力研究部

WHO飲料水配水システムにおける水質管理リファレンス
ツール開発に関する会合への出席H25.11.11～H25.11.14インド島崎　　大生活環境研究部

欧州公衆衛生学会における研究発表及び意見交換H25.11.13～H25.11.18ベルギー佐藤　　元政策技術評価
研究部

欧州公衆衛生学会における研究発表及び意見交換H25.11.13～H25.11.18ベルギー野口　都美政策技術評価
研究部

第８回国際DOHaD学会における研究発表H25.11.15～H25.11.21シンガポール佐田　文宏生活環境研究部

英国におけるセルフケアの推進に関する情報収集H25.11.17～H25.11.24英国松繁　卓哉医療・福祉
サービス研究部

海外派遣状況
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火山噴火時の呼吸器疾患対策の新しい基盤に関するワーク
ショップ出席H25.11.20～H25.11.24英国石峯　康浩健康危機管理

研究部

東欧諸国における医療経済評価の活用に関する調査H25.11.23～H25.12.1

ハンガリー，
ポーランド，
チェコ，エス
トニア

白岩　　健研究情報支援
研究センター

第２回アジア太平洋地域医療の質改善ネットワーク会合に
おける意見交換H25.11.27～H25.11.30タイ熊川　寿郎医療・福祉

サービス研究部

第３回医療の質的研究に関する国際学術会議における研究
発表H25.12.2～H25.12.6タイ川崎　千恵生涯健康研究部

米国リスク分析学会2013年会議における研究発表H25.12.8～H25.12.13米国大野　浩一生活環境研究部

米国地球物理学連合2013年秋季大会における研究発表H25.12.8～H25.12.17米国石峯　康浩健康危機管理
研究部

第２回アジアの保健医療システム学会における情報収集及
び意見交換H25.12.13～H25.12.18シンガポール冨田奈穂子国際協力研究部

カンボジア国立小児病院手術棟内の重症患者用回復室の効
果的な使用に係る活動計画作成及び提言H25.12.15～H25.12.25カンボジア大澤　絵里国際協力研究部

生物情報科学と生物医学に関する国際会議2013における研
究発表H25.12.18～H25.12.21中国奥村　貴史研究情報支援

研究センター

台湾における24時間態勢の地域・在宅ケアの実施態勢，人材
確保及びケアの質確保に向けた施策に関する情報収集H25.12.21～H25.12.23台湾渡邊　美絵医療・福祉

サービス研究部

「ミャンマー健康研究会議」シンポジウム及び「ミャンマー
における病院管理の将来」セミナーへの出席H26.1.6～H26.1.13ミャンマー熊川　寿郎医療・福祉

サービス研究部

マヒドン皇太子賞2014年「健康の公平性のために必要な学
習の変革」国際会議出席H26.1.26～H26.2.1タイ兵井　伸行国際協力研究部

マヒドン皇太子賞2014年「健康の公平性のために必要な学
習の変革」国際会議出席H26.1.26～H26.2.1タイ堀井　聡子国際協力研究部

シドニーにおける乳幼児子育て支援のソーシャル・キャピタ
ル形成に関する情報収集及び意見交換H26.2.11～H26.2.16オーストラリア川崎　千恵生涯健康研究部

シドニーにおける乳幼児子育て支援の研究に関するフィー
ルド調査H26.2.11～H26.2.16オーストラリア大澤　絵里国際協力研究部

JICA中国「家庭保健を通じた感染症予防等健康教育強化プ
ロジェクト」の短期派遣専門家（保健行政）H26.2.16～H26.2.22中国兵井　伸行国際協力研究部

「日韓のがんを巡る学際研究の検討」セミナーでの研究発表H26.2.21～H26.2.23韓国福田　　敬研究情報支援
研究センター

フィリピンの生活習慣病の現状とその対策及び現地調査の
実行可能性についてのフィリピン大学との検討H26.3.2～H26.3.6フィリピン綿引　信義国際協力研究部

希少疾患対策機関への聞き取り調査H26.3.2～H26.3.8フランス，
英国冨田奈穂子国際協力研究部

国際希少疾患第２回研究会合出席H26.3.4～H26.3.10スイス水島　　洋研究情報支援
研究センター

第11回日中水環境シンポジウムにおける研究発表H26.3.21～H26.3.23中国下ヶ橋雅樹国際協力研究部

JICAグアテマラ「母と子どもの健康プロジェクト」の短期
派遣専門家（妊産婦栄養）H26.3.21～H26.3.30グアテマラ石川みどり生涯健康研究部

ミャンマー・保健システム強化プロジェクト詳細計画策定調
査H26.3.22～H26.4.1ミャンマー熊川　寿郎医療・福祉

サービス研究部

WHOたばこ研究室ネットワーク会議出席H26.3.24～H26.3.29オランダ欅田　尚樹生活環境研究部

WHOたばこ研究室ネットワーク会議出席H26.3.24～H26.3.29オランダ内山　茂久生活環境研究部

WHO本部におけるグローバル・ヘルスに関する情報収集H26.3.25～H26.3.30スイス冨田奈穂子国際協力研究部

韓国国立実証健康協力機構5周年記念大会における，医療技
術評価に関する意見交換H26.3.26～H26.3.29韓国福田　　敬研究情報支援

研究センター

ランカスター大学医学部における造血幹細胞治療に関する
共同研究H26.3.26～H26.4.1英国松繁　卓哉医療・福祉

サービス研究部

フィジー，キリバス・大洋州地域生活習慣病予防対策プロ
ジェクト詳細計画策定調査H26.3.30～H26.4.11フィジー，

キリバス堀井　聡子国際協力研究部
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５．研究資金獲得状況

＜厚生労働科学研究費補助金＞

研　　究　　事　　業　　名研　　　究　　　課　　　題　　　名代表・分担
の別氏名研究部

等名

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）今後の難病対策のあり方に関する研究研究代表者松谷有希雄

院
長

障害者対策総合研究事業（身体・知的等障害分野）障害関係分野における今後の研究の方向性に関する研究研究分担者松谷有希雄

地球規模保健課題推進研究事業わが国の生活習慣病対策を世界各国の政策へ適切に反映させるための比較
政策的研究研究代表者曽根　智史

企
画
調
整
主
幹

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康安全・危機管理対策に関連する研究開発の動向と将来予測に関する研究研究分担者曽根　智史

地球規模保健課題推進研究事業効果的な国際協力を推進するための官民連携の推進に関する研究研究分担者曽根　智史

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業たばこ規制枠組み条約を踏まえたたばこ対策に係る総合的研究研究分担者曽根　智史

健康安全・危機管理対策総合研究事業地方自治体が行う保健事業の外部委託において，事業の質を確保するため
の方策に関する研究研究分担者曽根　智史

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

特定健診保健指導における地域診断と保健指導実施効果の包括的な評価お
よび今後の適切な制度運営に向けた課題克服に関する研究研究代表者今井　博久

統
括
研
究
官

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス
総合研究事業地域医療における薬剤師の積極的な関与の方策に関する研究研究代表者今井　博久

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）児童虐待事例の家族再統合等にあたっての親支援プログラムの開発と運用
に関する研究研究代表者加藤　則子

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業低出生体重児の予後及び保健的介入並びに妊婦及び乳幼児の体格の疫学的
調査手法に関する研究研究分担者加藤　則子

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

特定健診保健指導における地域診断と保健指導実施効果の包括的な評価お
よび今後の適切な制度運営に向けた課題克服に関する研究研究分担者成木　弘子

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

笑い等のポジティブな心理介入が生活習慣病発症・重症化予防に及ぼす影
響についての疫学研究研究分担者成木　弘子

地域医療基盤開発推進研究事業歯科疾患の疾病構造及び歯科医療需要等の変化に応じた新たな歯科医療の
構築に関する研究研究代表者三浦　宏子

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事
業）

疾病及び生活機能に基づく保健・医療・介護・福祉等制度の包括的評価手法
の開発を目的とした研究研究代表者筒井　孝子

認知症対策総合研究事業認知症のケア及び看護技術に関する研究研究代表者筒井　孝子

政策科学総合研究事業（統計情報総合研究）ICF（国際生活機能分類）の普及を促進するためのツールとしてのWHO-
DASの活用可能性に関する研究研究代表者筒井　孝子

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）女性・母子の保護支援における婦人相談所の機能評価に関する研究研究分担者筒井　孝子

健康安全・危機管理対策総合研究事業シックハウス症候群の発生予防・症状軽減のための室内環境の実態調査と
改善対策に関する研究研究分担者大澤　元穀

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康安全・危機管理対策に関連する研究開発の動向と将来予測に関する研究研究分担者大澤　元毅

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及び管理基準の今後のあり方に関する研究研究代表者大澤　元毅

健康安全・危機管理対策総合研究事業水道システムにおける生物障害の実態把握とその低減対策に関する研究研究代表者秋葉　道宏

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康安全・危機管理対策に関連する研究開発の動向と将来予測に関する研究研究分担者秋葉　道宏

健康安全・危機管理対策総合研究事業水道における水質リスク評価および管理に関する総合研究研究分担者秋葉　道宏

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）神経変性疾患に関する調査研究研究分担者土井由利子

医療技術実用化総合研究事業（臨床研究・治験
推進研究事業）国民・患者への臨床研究・治験の普及啓発に関する研究研究代表者佐藤　　元

政
策
技
術
評
価
研
究
部

認知症対策総合研究事業アミロイドイメージングを用いたアルツハイマー病発症リスク予測法の実
用化に関する多施設臨床研究研究分担者佐藤　　元

地域医療基盤開発推進研究事業救急外来に特化した電子カルテシステムと臨床診断意思決定支援システム
の開発による医療安全の向上に関する研究研究分担者佐藤　　元

医療技術実用化総合研究事業（臨床研究・治験
推進研究事業）国民・患者への臨床研究・治験の普及啓発に関する研究研究分担者闍橋　邦彦

健康安全・危機管理対策総合研究事業CBRNE事態における公衆衛生対応に関する研究研究分担者闍橋　邦彦

医療技術実用化総合研究事業（臨床研究・治験
推進研究事業）国民・患者への臨床研究・治験の普及啓発に関する研究研究分担者荻野　大助

医療技術実用化総合研究事業（臨床研究・治験
推進研究事業）国民・患者への臨床研究・治験の普及啓発に関する研究研究分担者野口　都美

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業多様なニーズに対応するための新たな保健指導方法の開発に関する研究研究代表者藤井　　仁

医療技術実用化総合研究事業（臨床研究・治験
推進研究事業）国民・患者への臨床研究・治験の普及啓発に関する研究研究分担者藤井　　仁

健康安全・危機管理対策総合研究事業地域保健活動の評価に関する研究研究分担者藤井　　仁

食品の安全確保推進研究事業リスクコミュニケーションにおける情報の伝達手法に関する研究研究分担者藤井　　仁

研究資金獲得状況
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循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案
を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究研究代表者横山　徹爾

生
涯
健
康
研
究
部

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業低出生体重児の予後及び保健的介入並びに妊婦及び乳幼児の体格の疫学的
調査手法に関する研究研究代表者横山　徹爾

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診保健指導における地域診断と保健指導実施効果の包括的な評価お
よび今後の適切な制度運営に向けた課題克服に関する研究研究分担者横山　徹爾

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業多様なニーズに対応するための新たな保健指導方法の開発に関する研究研究分担者横山　徹爾

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）間脳下垂体機能障害に関する調査研究研究分担者横山　徹爾

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業日本人の健康・栄養状態のモニタリングを目的とした国民健康・栄養調査
のあり方に関する研究研究分担者横山　徹爾

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）の推進に関する研究研究分担者横山　徹爾

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業人口構成，社会経済状況，生活習慣の変化を考慮した疾病構造と経済的負
担の将来予測研究分担者横山　徹爾

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業健康づくり施策の効率性等の経済分析に関する研究研究分担者横山　徹爾

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業日本人の食生活の内容を規定する社会経済的要因に関する実証的研究研究分担者横山　徹爾

障害者対策総合研究事業（感覚器障害分野）前庭水管拡大症の臨床所見と遺伝子変異解析に基づく新診断基準作成研究分担者横山　徹爾

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）及び健康づくりのための身
体活動基準２０１３に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究研究分担者横山　徹爾

地球規模保健課題推進研究事業東アジアにおける生活習慣病予防モデルの開発─ベトナムにおける予防介
入支援─研究分担者横山　徹爾

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研究分担者横山　徹爾

健康安全・危機管理対策総合研究事業質の高いサービスを提供するための地域保健行政従事者の系統的な人材育
成に関する研究研究分担者安藤　雄一

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業歯周疾患と糖尿病等との関係に着目した歯科保健指導方法の開発等に関する研究研究分担者安藤　雄一

健康安全・危機管理対策総合研究事業妊産婦・乳幼児を中心とした災害時要援護者の福祉避難所運営を含めた地
域連携防災システム開発に関する研究研究代表者吉田　穂波

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業低出生体重児の予後及び保健的介入並びに妊婦及び乳幼児の体格の疫学的
調査手法に関する研究研究分担者吉田　穂波

健康安全・危機管理対策総合研究事業大規模災害時に向けた公衆衛生情報基盤の構築に関する研究研究分担者吉田　穂波

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業内臓脂肪蓄積を簡便に推定できる評価モデル式の開発とそのリスク評価に
関する縦断研究研究分担者大庭　志野

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康なまちづくりのためのソーシャル・キャピタル形成手法を活用した介
入実証と評価に関する研究研究代表者福島富士子

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）女性・母子の保護支援における婦人相談所の機能評価に関する研究研究分担者福島富士子

地球規模保健課題推進研究事業保健分野のポスト国連ミレニアム開発目標に向けた指標開発に関する研究研究分担者福島富士子

健康安全・危機管理対策総合研究事業地域保健対策におけるソーシャルキャピタルのあり方に関する研究研究分担者福島富士子

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）保健師による保健活動の評価指標の検証に関する研究研究分担者福島富士子

健康安全・危機管理対策総合研究事業質の高いサービスを提供するための地域保健行政従事者の系統的な人材育
成に関する研究研究分担者奥田　博子

厚生労働科学特別研究事業リスク・コミュニケーションの手法を活用した地域保健医療福祉分野での
原子力災害対策の実践的な活動の展開とその検証に関する研究研究分担者奥田　博子

健康安全・危機管理対策総合研究事業大規模災害時に向けた公衆衛生情報基盤の構築に関する研究研究分担者奥田　博子

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康なまちづくりのためのソーシャル・キャピタル形成手法を活用した介
入実証と評価に関する研究研究分担者米澤　純子

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業多様なニーズに対応するための新たな保健指導方法の開発に関する研究研究分担者米澤　純子

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案
を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究研究分担者米澤　純子

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業日本人の食生活の内容を規定する社会経済的要因に関する実証的研究研究分担者石川みどり

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業栄養管理サービスの将来予測評価に基づく管理栄養士の人材育成システム
構築に関する研究研究分担者石川みどり

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業乳幼児健康診査の実施と評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあ
り方に関する研究研究分担者石川みどり

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康なまちづくりのためのソーシャル・キャピタル形成手法を活用した介
入実証と評価に関する研究研究分担者川崎　千恵

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案
を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究研究分担者川崎　千恵

健康安全・危機管理対策総合研究事業地域保健事業におけるソーシャルキャピタルの活用に関する研究研究分担者川崎　千恵

認知症対策総合研究事業認知機能低下高齢者への自立支援機器を用いた地域包括的システムの開発と評価研究分担者川崎　千恵

政策科学総合研究事業（統計情報総合研究）人口動態統計の個票集計による死因別コホート生命表作成に関する研究研究代表者岡本　悦司

医
療
・
福
祉

サ
ー
ビ
ス
研
究
部

地域医療基盤開発推進研究事業地域医療連携の全国普及を目指した地理的境界や職種の境界を越えた安全
な情報連携に関する研究研究分担者岡本　悦司

厚生労働科学特別研究事業自殺総合対策大綱の見直しを踏まえた自殺対策発展のための国際的・学際的検討研究分担者岡本　悦司

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）女性・母子の保護支援における婦人相談所の機能評価に関する研究研究代表者森川　美絵

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）女性・母子の保護支援における婦人相談所の機能評価に関する研究研究分担者松繁　卓哉
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厚生労働科学特別研究事業無煙タバコ・スヌースに含まれる有害化学物質の定量と健康影響評価に関
する研究研究代表者欅田　尚樹

生
活
環
境
研
究
部

健康安全・危機管理対策総合研究事業シックハウス症候群の発生予防・症状軽減のための室内環境の実態調査と
改善対策に関する研究研究代表者欅田　尚樹

厚生労働科学特別研究事業リスク・コミュニケーションの手法を活用した地域保健医療福祉分野での
原子力災害対策の実践的な活動の展開とその検証に関する研究研究分担者欅田　尚樹

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康安全・危機管理対策に関連する研究開発の動向と将来予測に関する研究研究分担者欅田　尚樹

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業たばこ規制枠組み条約を踏まえたたばこ対策に係る総合的研究研究分担者欅田　尚樹

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の防止を進めるための効果的な行政施策のあり方に関する研究研究分担者欅田　尚樹

第３次対がん総合戦略研究事業たばこ規制枠組条約に基づいた有害化学物質の規制によるたばこ対策研究研究分担者欅田　尚樹

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診保健指導における地域診断と保健指導実施効果の包括的な評価お
よび今後の適切な制度運営に向けた課題克服に関する研究研究分担者佐田　文宏

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業小児期からの生活習慣病対策及び生涯の健診等データの蓄積・伝達の在り
方等に関する研究研究分担者佐田　文宏

健康安全・危機管理対策総合研究事業シックハウス症候群の発生予防・症状軽減のための室内環境の実態調査と
改善対策に関する研究研究分担者内山　茂久

第３次対がん総合戦略研究事業たばこ規制枠組条約に基づいた有害化学物質の規制によるたばこ対策研究研究分担者内山　茂久

厚生労働科学特別研究事業無煙タバコ・スヌースに含まれる有害化学物質の定量と健康影響評価に関
する研究研究分担者内山　茂久

厚生労働科学特別研究事業リスク・コミュニケーションの手法を活用した地域保健医療福祉分野での
原子力災害対策の実践的な活動の展開とその検証に関する研究研究代表者山口　一郎

健康安全・危機管理対策総合研究事業CBRNE事態における公衆衛生対応に関する研究研究分担者山口　一郎

食品の安全確保推進研究事業リスクコミュニケーションにおける情報の伝達手法に関する研究研究分担者山口　一郎

食品の安全確保推進研究事業国内における食品を介した種々の放射性物質による暴露量の評価研究分担者山口　一郎

地域医療基盤開発推進研究事業医療放射線防護に関する研究研究分担者山口一郎

厚生労働科学特別研究事業リスク・コミュニケーションの手法を活用した地域保健医療福祉分野での
原子力災害対策の実践的な活動の展開とその検証に関する研究研究分担者志村　　勉

食品の安全確保推進研究事業国内における食品を介した種々の放射性物質による暴露量の評価研究代表者寺田　　宙

第３次対がん総合戦略研究事業たばこ規制枠組条約に基づいた有害化学物質の規制によるたばこ対策研究研究代表者稲葉　洋平

健康安全・危機管理対策総合研究事業シックハウス症候群の発生予防・症状軽減のための室内環境の実態調査と
改善対策に関する研究研究分担者稲葉　洋平

厚生労働科学特別研究事業無煙タバコ・スヌースに含まれる有害化学物質の定量と健康影響評価に関
する研究研究分担者稲葉　洋平

健康安全・危機管理対策総合研究事業経年化浄水施設における原水水質悪化等への対応に関する研究研究分担者伊藤　雅喜

健康安全・危機管理対策総合研究事業水道における水質リスク評価および管理に関する総合研究研究分担者浅見　真理

健康安全・危機管理対策総合研究事業水道の浄水処理および配水過程における微生物リスク評価を用いた水質管
理手法に関する研究研究代表者島崎　　大

健康安全・危機管理対策総合研究事業水道における水質リスク評価および管理に関する総合研究研究分担者大野　浩一

健康安全・危機管理対策総合研究事業水道における水質リスク評価および管理に関する総合研究研究分担者小坂　浩司

健康安全・危機管理対策総合研究事業水道システムにおける生物障害の実態把握とその低減対策に関する研究研究分担者岸田　直裕

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康安全・危機管理対策に関連する研究開発の動向と将来予測に関する研究研究分担者小林　健一

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）女性・母子の保護支援における婦人相談所の機能評価に関する研究研究分担者阪東美智子

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及び管理基準の今後のあり方に関する研究研究分担者金　　　勲

健康安全・危機管理対策総合研究事業CBRNE事態における公衆衛生対応に関する研究研究代表者金谷　泰宏

健
康
危
機
管
理
研
究
部

健康安全・危機管理対策総合研究事業大規模災害時に向けた公衆衛生情報基盤の構築に関する研究研究代表者金谷　泰宏

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康安全・危機管理対策に関連する研究開発の動向と将来予測に関する研究研究分担者金谷　泰宏

地球規模保健課題推進研究事業効果的な国際協力を推進するための官民連携の推進に関する研究研究分担者金谷　泰宏

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
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研究分担者金谷　泰宏

健康安全・危機管理対策総合研究事業大規模地震に対する地域保健基盤整備実践研究研究分担者金谷　泰宏

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）

希少性難治性疾患患者に関する医療の向上及び患者支援のあり方に関する
研究研究分担者金谷　泰宏

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康危機管理・テロリズム対策に資する情報共有基盤の整備に関する研究研究分担者金谷　泰宏

地球規模保健課題推進研究事業災害における公衆衛生的な活動を行う支援組織の創設に係る研究研究分担者金谷　泰宏

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）今後の難病対策のあり方に関する研究研究分担者金谷　泰宏

新型インフルエンザ等新興・再興感染症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研究分担者谷畑　健生

障害者対策総合研究事業（神経・筋疾患分野）慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発研究分担者谷畑　健生

地球規模保健課題推進研究事業ポスト国連開発ミレニアム開発目標における熱帯アフリカマラリア根絶可
能性に関する研究研究分担者谷畑　健生
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健康安全・危機管理対策総合研究事業質の高いサービスを提供するための地域保健行政従事者の系統的な人材育
成に関する研究研究代表者橘　とも子

健
康
危
機
管
理
研
究
部

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康安全・危機管理対策に関連する研究開発の動向と将来予測に関する研究研究代表者武村　真治

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）今後の難病対策のあり方に関する研究研究分担者武村　真治

再生医療実用化研究事業再生医療の社会受容にむけた医事法・生命倫理学の融合研究研究分担者武村　真治

健康安全・危機管理対策総合研究事業CBRNE事態における公衆衛生対応に関する研究研究分担者石峯　康浩

健康安全・危機管理対策総合研究事業大規模災害時に向けた公衆衛生情報基盤の構築に関する研究研究分担者石峯　康浩

地球規模保健課題推進研究事業保健分野のポスト国連ミレニアム開発目標に向けた指標開発に関する研究研究分担者兵井　伸行

国
際
協
力
研
究
部

地球規模保健課題推進研究事業効果的な国際協力を推進するための官民連携の推進に関する研究研究代表者冨田奈穂子

地球規模保健課題推進研究事業わが国の生活習慣病対策を世界各国の政策へ適切に反映させるための比較
政策的研究研究分担者冨田奈穂子

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）今後の難病対策のあり方に関する研究研究分担者冨田奈穗子

地球規模保健課題推進研究事業保健分野のポスト国連ミレニアム開発目標に向けた指標開発に関する研究研究代表者大澤　絵里

地球規模保健課題推進研究事業わが国の生活習慣病対策を世界各国の政策へ適切に反映させるための比較
政策的研究研究分担者大澤　絵里

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康なまちづくりのためのソーシャル・キャピタル形成手法を活用した介
入実証と評価に関する研究研究分担者大澤　絵里

地球規模保健課題推進研究事業わが国の生活習慣病対策を世界各国の政策へ適切に反映させるための比較
政策的研究研究分担者堀井　聡子

健康安全・危機管理対策総合研究事業質の高いサービスを提供するための地域保健行政従事者の系統的な人材育
成に関する研究研究分担者堀井　聡子

健康安全・危機管理対策総合研究事業地域保健活動の評価に関する研究研究代表者緒方　裕光

研
究
情
報
支
援
研
究
セ
ン
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ー

食品の安全確保推進研究事業リスクコミュニケーションにおける情報の伝達手法に関する研究研究代表者緒方　裕光

健康安全・危機管理対策総合研究事業健康安全・危機管理対策に関連する研究開発の動向と将来予測に関する研究研究分担者緒方　裕光

健康安全・危機管理対策総合研究事業シックハウス症候群の発生予防・症状軽減のための室内環境の実態調査と
改善対策に関する研究研究分担者緒方　裕光

第３次対がん総合戦略研究事業たばこ規制枠組条約に基づいた有害化学物質の規制によるたばこ対策研究研究分担者緒方　裕光

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

特定健診保健指導における地域診断と保健指導実施効果の包括的な評価お
よび今後の適切な制度運営に向けた課題克服に関する研究研究分担者緒方　裕光

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

未成年，特に幼児，小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予防のための総合
検診のあり方に関する研究研究分担者緒方　裕光

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）今後の難病対策のあり方に関する研究研究分担者水島　　洋

健康安全・危機管理対策総合研究事業大規模災害時に向けた公衆衛生情報基盤の構築に関する研究研究分担者水島　　洋

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）患者および患者支援団体等による研究支援体制の構築に関わる研究研究分担者水島　　洋

健康安全・危機管理対策総合研究事業質の高いサービスを提供するための地域保健行政従事者の系統的な人材育
成に関する研究研究分担者水島　　洋

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）医療費適正化効果のある特定保健指導に関する研究研究代表者福田　　敬

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）医療給付制度への応用のための医療経済評価における技術的課題に関する研究研究代表者福田　　敬

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案
を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究研究分担者福田　　敬

労働安全衛生総合研究事業職場におけるメンタルヘルス対策の有効性と費用対効果等に関する調査研究研究分担者福田　　敬

第３次対がん総合戦略研究事業発がんリスクの低減に資する効果的な禁煙推進のための環境整備と支援方
策の開発ならびに普及のための制度化に関する研究研究分担者福田　　敬

がん臨床研究事業
キャンサーサバイバーシップ　治療と職業生活の両立に向けたがん拠点病
院における介入モデルの検討と医療経済などを用いたアウトカム評価～働
き盛りのがん対策の一助として～

研究分担者福田　　敬

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業COPDに関する啓発と早期発見のための方策に関する研究研究分担者福田　　敬

政策科学総合研究事業（統計情報総合研究）OECD準拠のSystem of Health Account ２０１１（SHA２.０）に準じた推計方法
の開発と推計研究分担者福田　　敬

障害者対策総合研究事業（精神障害分野）アウトリーチ（訪問支援）に関する研究研究分担者福田　　敬

認知症対策総合研究事業認知症のケア及び看護技術に関する研究研究分担者西川　正子

健康安全・危機管理対策総合研究事業地域保健活動の評価に関する研究研究分担者奥村　貴史

食品の安全確保推進研究事業リスクコミュニケーションにおける情報の伝達手法に関する研究研究分担者奥村　貴史

新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業自然災害時を含めた感染症サーベイランスの強化・向上に関する研究研究分担者奥村　貴史

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

特定健診保健指導における地域診断と保健指導実施効果の包括的な評価お
よび今後の適切な制度運営に向けた課題克服に関する研究研究分担者中尾　裕之

政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）医療給付制度への応用のための医療経済評価における技術的課題に関する研究研究分担者白岩　　健

地域医療基盤開発推進研究事業第七次看護職員需給見通し期間における看護職員需給数の推計手法と把握
に関する研究研究分担者白岩　　健

２９９,７３０千円厚生労働科学研究費補助金　総額（国立保健医療科学院で機関経理を実施した額）
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＜科学研究費助成事業＞

研究事業名研　　　究　　　課　　　題　　　名代表・分担
の別氏名研究部

等名

基盤研究（Ｃ）多胎児のための親子関係改善介入プログラムの開発と評価に関する研究研究代表者加藤　則子

統
括
研
究
官

基盤研究（Ｃ）特定健診制度を利用したDOHaD仮説検証研究研究分担者加藤　則子

基盤研究（Ｃ）児童虐待による一時保護児童と家族の親子再統合に向けての子育て支援
プログラム研究分担者加藤　則子

基盤研究（Ｃ）能動的音楽療法による高齢者の口腔機能向上効果に関する疫学的研究研究代表者三浦　宏子

基盤研究（Ｃ）高齢者の効率的歯科介入ニーズ評価法を用いた歯科と多職種連携栄養サ
ポートプログラム研究分担者三浦　宏子

基盤研究（Ｃ）終末期を主に病院以外で過ごした人のターミナル支援に関する研究研究分担者三浦　宏子

基盤研究（Ｃ）発話と摂食・嚥下機能を含む地域高齢者の統合的口腔機能向上訓練プロ
グラムの開発研究分担者三浦　宏子

基盤研究（Ｃ）在宅高齢者のQOLに関連した口腔ケアニーズに基づく多職種連携型プロ
グラムの検討研究分担者三浦　宏子

基盤研究（Ｂ）地域包括ケアの評価指標の開発とその利用方法に関する研究研究代表者筒井　孝子

基盤研究（Ｂ）浸水に伴う室内環境と健康への影響解明及び被害低減方策に関する研究研究代表者大澤　元毅

基盤研究（Ａ）戸建住宅の躯体内空間の空気質制御に関する研究研究分担者大澤　元毅

基盤研究（Ｂ）蛍光細胞分析分離装置と次世代シークエンサを用いた水中生菌の網羅的
解析技術の確立研究代表者秋葉　道宏

基盤研究（Ｃ）透析用水製造過程におけるATP測定による細菌迅速定量法の開発 研究分担者秋葉　道宏

基盤研究（Ｂ）CCTQ日本語版の開発と子どもの朝型－夜型に関する研究研究代表者土井由利子

基盤研究（Ｃ）健康危機時のマスコミュニケーションのあり方に関する国際比較研究研究代表者佐藤　　元政
策
技
術

評
価
研
究
部 基盤研究（Ｃ）救急医療における臨床意思決定支援システムの評価研究分担者佐藤　　元

若手研究（Ｂ）災害時に求められる母子保健―東日本大震災における母子の健康影響に
関する研究から研究代表者吉田　穂波

生
涯
健
康
研
究
部

基盤研究（Ｃ）東日本大震災の仮設住宅住民の健康と生活環境の変化に関する研究研究分担者吉田　穂波

基盤研究（Ｃ）喫煙者の禁煙と生活習慣が酸化ストレスの状態に及ぼす影響の研究研究代表者大庭　志野

基盤研究（Ｃ）高齢者の効率的歯科介入ニーズ評価法を用いた歯科と多職種連携栄養サ
ポートプログラム研究代表者守屋　信吾

基盤研究（Ｃ）能動的音楽療法による高齢者の口腔機能向上効果に関する疫学的研究研究分担者守屋　信吾

基盤研究（Ｃ）介護保険施設において実践されている口腔ケアに関する看護管理的取り
組みの実態調査研究分担者守屋　信吾

基盤研究（Ｃ）がん医療における緩和ケア・在宅医療連携システムモデルの構築支援に
関する研究研究代表者米澤　純子

挑戦的萌芽研究同居近親者死別による独居高齢者の生活と健康の変化研究分担者米澤　純子

基盤研究（Ｃ）現代日本において家庭の経済状況は子どもの食生活と栄養状態に影響す
るか？研究分担者石川みどり

基盤研究（Ａ）アクセシビリティの視点による地域医療提供体制の再構築に関する包括
的研究研究代表者熊川　寿郎

医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
研
究
部

基盤研究（Ｃ）ナショナルデータベースを活用した予防・医療の平均余命・医療費への
効果測定 研究代表者岡本　悦司

基盤研究（Ａ）アクセシビリティの視点による地域医療提供体制の再構築に関する包括
的研究研究分担者平塚　義宗

基盤研究（Ａ）タイ国チェンライ県住民コホートを用いた慢性疾患予防に関する介入対
照研究研究分担者平塚　義宗

基盤研究（Ｃ）地域包括ケアに向けた保険者およびケア人材の機能強化プロセスに関す
る研究研究代表者森川美絵

基盤研究（Ｂ）地域包括ケアの評価指標の開発とその利用方法に関する研究研究分担者松繁卓哉

基盤研究（Ｃ）地域包括ケアに向けた保険者およびケア人材の機能強化プロセスに関す
る研究研究分担者松繁卓哉
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研究資金獲得状況

基盤研究（Ｂ）携帯周波域の電磁界曝露による生体影響評価研究代表者欅田　尚樹

生
活
環
境
研
究
部

基盤研究（Ｂ）携帯周波域の電磁界曝露による生体影響評価研究代表者欅田　尚樹

挑戦的萌芽研究無煙タバコなど新規タバコ関連商品の有害性評価を実施し健康被害を予
防する研究代表者欅田　尚樹

基盤研究（Ｂ）胎児期の環境・ゲノム・エピゲノム交互作用と出生後の成長軌跡：
DOHaD学説の検証研究代表者佐田　文宏

挑戦的萌芽研究インスリンパワーに基づく日本人に適した糖尿病リスクテストの開発と
保健指導への応用 研究代表者佐田　文宏

基盤研究（Ｂ）胎児期の環境・ゲノム・エピゲノム交互作用と出生後の成長軌跡：
DOHaD学説の検証研究分担者内山　茂久

挑戦的萌芽研究無煙タバコなど新規タバコ関連商品の有害性評価を実施し健康被害を予
防する研究分担者内山　茂久

基盤研究（Ｂ）携帯周波域の電磁界曝露による生体影響評価研究分担者牛山　　明

基盤研究（Ｂ）間質流制御に基づく血管化組織工学の展開研究分担者牛山　　明

基盤研究（Ｃ）がん幹細胞の放射線耐性の克服研究代表者志村　　勉

若手研究（B）日本人喫煙者のたばこ特異的ニトロソアミン尿中代謝物量と喫煙行動と
の関連性研究代表者稲葉　洋平

挑戦的萌芽研究無煙タバコなど新規タバコ関連商品の有害性評価を実施し健康被害を予
防する研究分担者稲葉　洋平

基盤研究（Ｃ）透析用水製造過程におけるATP測定による細菌迅速定量法の開発 研究代表者島崎　　大

基盤研究（Ｃ）化学物質リスク評価における不確実性分析に基づく基準値信頼性の分類
と指標の提案研究代表者大野　浩一

若手研究（Ｂ）遺伝子定量技術を利用した水源におけるカビ臭産生微生物の早期検出・
定量手法の開発研究代表者岸田　直裕

基盤研究（Ｂ）蛍光細胞分析分離装置と次世代シークエンサを用いた水中生菌の網羅的
解析技術の確立研究分担者岸田　直裕

基盤研究（Ａ）アクセシビリティの視点による地域医療提供体制の再構築に関する包括
的研究研究分担者小林　健一

基盤研究（Ｃ）超急性期病院における可搬型ME機器使用部門の管理運営手法と建築計
画の再編研究分担者小林　健一

基盤研究（Ｃ）高齢者・障がい者等に配慮した民間賃貸仮設住宅の供与の方策に関する
研究研究代表者阪東美智子

基盤研究（Ｃ）高密度高齢者集住スポットにおける居住マネジメントシステムに関する
研究研究分担者阪東美智子

基盤研究（Ｂ）「大洋州メラネシア島嶼における乳児のマラリア初感染と感染防御」の
研究 研究代表者谷畑　健生健

康
危
機

管
理
研
究
部 研究活動スタート支援シミュレーション技術を活用した災害時の健康危機管理演習システムの

開発研究代表者石峯　康浩

挑戦的萌芽研究糸状緑藻の優占化機構の解明とこれを利用した大気開放系での水処理と
物質生産の両立研究代表者下ヶ橋雅樹

国
際
協
力

研
究
部

基盤研究（Ｂ）新医療技術の社会への適切な応用を目指して─公正な医療資源配分方法
の確立─研究分担者福田　　敬

研
究
情
報
支
援
研
究
セ
ン
タ
ー

基盤研究（Ｃ）看護経済学の構築に向けた基盤研究─褥瘡患者立脚型QOL評価指標の開
発─研究分担者福田　　敬

基盤研究（Ｃ）イベント発現時間が正確に特定できない場合の臨床試験のデザインに関
する統計学的研究 研究代表者西川　正子

若手研究（Ａ）疾患知識ベースの効率的な整備手法と利用促進に関する研究研究代表者奥村　貴史

若手研究（Ｂ）医療経済評価における方法論/意思決定上の課題解決に向けた基礎的検
討研究代表者白岩　　健

基盤研究（Ｂ）新医療技術の社会への適切な応用を目指して─公正な医療資源配分方法
の確立─研究分担者白岩　　健

挑戦的萌芽研究医療におけるラショニングの基礎的検討研究分担者白岩　　健

５２,７００千円科学研究費助成事業　総額（国立保健医療科学院で機関経理を実施した額）
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研究資金獲得状況

＜その他助成金等＞

機　関　名　称研　究　事　業　名研　　究　　課　　題　　名氏　　名研究部名

日本歯科医学会日本歯科医学会プロ
ジェクト研究費

歯科と栄養学的アプローチの併用による高齢者
の栄養サポート体制の構築研究代表者守屋　信吾

生
涯
健
康

研
究
部

The Great Britain 
Sasakawa Foundation

The Great Britain 
Sasakawa Foundation
研究助成

Exploring perceptions of quality umbilical cord 
blood in stem cell treatments研究代表者松繁　卓哉

医
療
・
福
祉

サ
ー
ビ
ス

研
究
部

（財）給水工事技術
振興財団

給水装置工事技術に
関する調査研究助成

東日本大震災における応急給水システムの実態
と課題研究代表者伊藤　雅喜

生
活
環
境
研
究
部

（財）ユニベール財
団

ユニベール財団研究
助成

DV・暴力被害のケアと予防に向けた環境整備の
あり方に関する研究研究代表者阪東美智子

国立感染症研究所
（公 益 財 団 法 人
ヒューマンサイエン
ス振興財団）

創薬基盤推進研究事
業

細胞培養弱毒生痘そうワクチンの有効性，安全
性の評価と生産性向上に関する総合的研究研究分担者金谷　泰宏

健
康
危
機
管
理
研
究
部

独立行政法人　国立
がん研究センターがん研究開発費国際比較の観点からみたわが国のがん対策のあ

り方に関する研究研究分担者武村　真治

一般財団法人公衆衛
生振興会

国際研究協力推進事
業協力金

日本とフィリピンの公衆衛生人材の育成・配置
及び確保についての動向をレビューし，現状を
把握するとともに今後の課題について検討

研究代表者兵井　伸行
国
際
協
力
研
究
部

（独）国立国際医療
研究センター

平成２５年度国際医療
研究開発費

生活習慣病対策における地域保健と国際保健の
連携と協力に関する研究研究分担者兵井　伸行

（独）科学技術振興
機構

（独）科学技術振興
機構　研究成果展開
事業（先端計測分析
技術・機器開発プロ
グラム）

微量放射線の生物影響評価システム（装置）の
開発研究分担者緒方　裕光研

究
情
報
支
援

研
究
セ
ン
タ
ー （独）国立精神・神経

医療研究センター
精神・神経疾患研究
開発事業

遺伝性神経・筋疾患における患者登録システム
の構築と遺伝子診断システムの確立に関する研
究

研究分担者水島　　洋

８,０６５千円その他助成金等　総額（国立保健医療科学院で機関経理を実施した額）
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特定研究員等受入状況

６．特定研究員等受入状況

（単位：人）

計研究生

特定研究員

区　　　　　　分

協力研究員客員研究員

（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）
院長

　０　０　０　０

（　　５　）（　　３　）（　　１　）（　　１　）
統括研究官

　３７　６　１２　１９

（　　２　）（　　　　）（　　　　）（　　２　）
政策技術評価研究部

　３　０　１　２

（　　１　）（　　　　）（　　　　）（　　１　）
生涯健康研究部

　９　２　２　５

（　　１　）（　　　　）（　　　　）（　　１　）
医療・福祉サービス研究部

　３　０　０　３

（　　６　）（　　４　）（　　１　）（　　１　）
生活環境研究部

　２２　１１　５　６

（　　２　）（　　　　）（　　１　）（　　１　）
健康危機管理研究部

　４　０　１　３

（　　２　）（　　　　）（　　１　）（　　１　）
国際協力研究部

　４　０　１　３

（　　２　）（　　２　）（　　　　）（　　　　）
研究情報支援研究センター

　５　２　１　２

（　　２１　）（　　９　）（　　４　）（　　８　）
合　　　　　　計

　８７　２１　２３　４３

　　　※（　）は２５年度新規で再掲である。
　　　　上段（）　新規人数下段
　　　　新規　　　継続ふくめた人数
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「保健医療科学」
第６３巻　第４号　予告

特集：建築衛生（仮題）　

建築室内環境に関連する症状とそのリスク要因

　─日本におけるシックビルディング症候群の現状─（仮題） ………………………………………… 東賢一

新たな健康阻害要因（生物汚染）（仮題） …………………………………………………………………… 柳宇

室内空気環境における新たな汚染物質（仮題） …………………………………………………………… 鍵直樹

特別養護老人ホームにおける環境衛生管理の現状と課題（仮題） …………… 阪東美智子，金勲，大澤元毅

建築物衛生管理の課題と潮流（仮題） …………………………………………………………………… 齋藤敬子

健康と安全を支える住環境（仮題） ………………………………………………………… 羽村広文，斉藤雅也

東京都における建築物衛生行政への取組（仮題） ……………………………………………………… 奥村龍一


