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Ⅵ　その他

１．職員名簿
（令和 2 年 4 月現在）

院長 福島　靖正 政策技術評価研究部 健康危機管理研究部
部長 佐藤　　元 部長 齋藤　智也

次長 曽根　智史 上席主任研究官 武村　真治 上席主任研究官 奥田　博子
主任研究官 湯川　慶子 上席主任研究官 江藤亜紀子

企画調整主幹（併任） 曽根　智史 主任研究官 土井麻理子 研究員 竹田　飛鳥
生涯健康研究部 国際協力研究部

統括研究官（併任） 曽根　智史 部長 横山　徹爾 部長（併任） 曽根　智史
統括研究官 丸谷　美紀 （地域保健システム研究領域） 上席主任研究官 種田憲一郎
統括研究官 高橋　秀人 上席主任研究官 石川みどり 上席主任研究官 児玉　知子
統括研究官 福田　英輝 主任研究官 逢見　憲一 主任研究官 大澤　絵里
統括研究官 牛山　　明 主任研究官 田野　ルミ 主任研究官 佐々木由理
統括研究官 山田　裕巳 主任研究官（再任用） 安藤　雄一 研究員（再任用） 綿引　信義
統括研究官 木村　映善 （公衆衛生看護研究領域） 研究情報支援研究センター
総務部 上席主任研究官 吉岡　京子 センター長 水島　　洋

部長 大重　修一 上席主任研究官 麻生　保子 上席主任研究官 橘　とも子
総務課長 成井　　進 医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官 星　　佳芳
総務課長補佐 加藤　邦司 部長 赤羽　　学 併任 泉　　峰子

庶務係長 萩原　　毅 （医療サービス研究領域） 併任 足谷　　仁
庶務係主任（併任） 箕浦　正之 上席主任研究官 玉置　　洋 保健医療経済評価研究センター
人事係長 島田　暁寿 上席主任研究官 小林　健一 センター長 福田　　敬
人事係主任 山口　洋平 上席主任研究官（併任） 種田憲一郎 主任研究官 白岩　　健
厚生係長 山田　陽子 主任研究官 柿沼　倫弘 主任研究官 大寺　祥佑
厚生係 水城　拓哉 主任研究官（併任） 白岩　　健 研究員 此村　恵子
科学情報管理係長（併任） 足谷　　仁 研究員（併任） 此村　恵子 研究員 岩本　哲哉
科学情報管理係主任 箕浦　正之 （福祉サービス研究領域） 研究員 池谷　　怜
研究助成班主査 横山　光幸 上席主任研究官 増井　英紀 研究員 宅本　悠希

図書館サービス室長 泉　　峰子 主任研究官 松繁　卓哉
情報支援係長 足谷　　仁 主任研究官 森山　葉子
情報管理係長（併任） 泉　　峰子 主任研究官 大夛賀政昭

会計課長 新津　幸義 研究員 越智真奈美
会計課長補佐 本間　雅子 生活環境研究部

予算係長 小池　範和 部長 秋葉　道宏
予算係 本村　京平 （衛生環境管理研究領域）
出納決算係長 入江　千秋 上席主任研究官 山口　一郎
出納決算係主任 佐藤　悦朗 上席主任研究官 志村　　勉
契約室長 髙舘　信行 上席主任研究官 温泉川肇彦
契約第一係長 髙橋　玲子 主任研究官 寺田　　宙
契約第二係長（併任） 髙舘　信行 主任研究官 稲葉　洋平
契約第二係 佐野　桃子 主任研究官 戸次加奈江

施設管理室長 中村　雅志 （水管理研究領域）
施設係長（併任） 中村　雅志 上席主任研究官 浅見　真理
施設係 武藤　将也 上席主任研究官 島﨑　　大

研修・業務課長 山中　光則 上席主任研究官 小坂　浩司
研修・業務課長補佐 馬場　祥江 主任研究官 三浦　尚之

企画係長（併任） 馬場　祥江 主任研究官 浅田　安廣
企画係主任 前田　沙織 主任研究官 三好　太郎
研修第一係長 櫻井　朋江 （建築・施設管理研究領域）
研修第二係長（併任） 馬場　祥江 上席主任研究官 阪東美智子
研修第二係主任 横山　智博 上席主任研究官 金　　　勲

研修・業務課長補佐（併任） 矢口　哲治 主任研究官 開原　典子
研修第三係長（併任） 梶原志津子 上席主任研究官（併任） 小林　健一
研修第四係長（併任） 梶原志津子
研究業務室長 矢口　哲治
国際協力係長 梶原志津子
研究経理係長 篠　　敏明
研究経理係主任（併任） 箕浦　正之
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２．令和 2 年度職員人事異動

年 月 日 所　　属 氏　　名 異　動　内　容
R₂.₄.₁ 次長 曽根　智史 企画調整主幹、国際協力研究部長に併任
R₂.₄.₁ 企画調整主幹 古元　重和 厚生労働省へ出向
R₂.₄.₁ 総務部長 大重　修一 厚生労働省から転任
R₂.₄.₁ 統括研究官 山田　裕巳 採用
R₂.₄.₁ 総務部 新津　幸義 厚生労働省から転任
R₂.₄.₁ 総務部 水城　拓哉 厚生労働省から転任
R₂.₄.₁ 総務部 髙橋　玲子 東京検疫所から転任
R₂.₄.₁ 総務部 武藤　将也 厚生労働省から転任
R₂.₄.₁ 総務部 梶原志津子 国立感染症研究所から転任
R₂.₄.₁ 総務部 吉岡　明男 厚生労働省へ出向
R₂.₄.₁ 総務部 柳澤　得三 国立感染症研究所ハンセン病研究センターへ出向
R₂.₄.₁ 総務部 中田　健清 国立感染症研究所へ出向
R₂.₄.₁ 生涯健康研究部 麻生　保子 採用
R₂.₄.₁ 医療・福祉サービス研究部 大夛賀政昭 採用
R₂.₄.₁ 生活環境研究部 戸次加奈江 採用
R₂.₄.₁ 健康危機管理研究部 竹田　飛鳥 採用
R₂.₄.₁ 保健医療経済評価研究センター 大寺　祥佑 採用
R₂.₄.₁ 保健医療経済評価研究センター 宅本　悠希 採用
R₂.₄.₃₀ 統括研究官 木村　映善 辞職
R₂.₆.₁ 生涯健康研究部 和田　安代 採用
R₂.₆.₁ 研究情報支援研究センター 小林　慎治 採用
R₂.₇.₁ 厚生労働省大臣官房人事課 小祝　　望 国立保健医療科学院に併任
R₂.₇.₃₁ 医療・福祉サービス研究部 増井　英紀 辞職（全国健康保険協会採用予定）
R₂.₈.₇ 院長 福島　靖正 厚生労働省へ転任
R₂.₈.₁₁ 院長 宮嵜　雅則 厚生労働省から転任
R₂.₉.₇ 生涯健康研究部 吉岡　京子 厚生労働省健康局健康課保健指導室に併任（～ R3.1.1）
R₂.₁₀.₁ 生涯健康研究部 小宮山恵美 採用
R₂.₁₂.₃₁ 統括研究官 山田　裕巳 辞職
R₃.₁.₁ 次長 曽根　智史 健康危機管理研究部長に併任、企画調整主幹併任解除
R₃.₁.₁ 企画調整主幹 伯野　春彦 厚生労働省から転任
R₃.₁.₁ 健康危機管理研究部長 齋藤　智也 国立感染症研究所へ転任
R₃.₁.₁ 総務部 前田　沙織 国立感染症研究所に専併
R₃.₁.₁ 生涯健康研究部 麻生　保子 厚生労働省健康局健康課保健指導室に併任
R₃.₂.₁ 保健医療経済評価研究センター 森井　康博 採用
R₃.₃.₃₁ 総務部長 大重　修一 定年退職
R₃.₃.₃₁ 政策技術評価研究部長 佐藤　　元 定年退職
R₃.₃.₃₁ 生活環境研究部長 秋葉　道宏 定年退職
R₃.₃.₃₁ 研究情報支援研究センター長 水島　　  洋 定年退職
R₃.₃.₃₁ 生活環境研究部 温泉川肇彦 定年退職
R₃.₃.₃₁ 総務部 泉　　峰子 定年退職
R₃.₃.₃₁ 総務部 加藤　邦司 辞職（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所採用予定）
R₃.₃.₃₁ 総務部 入江　千秋 辞職（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所採用予定）
R₃.₃.₃₁ 政策技術評価研究部 土井麻理子 任期更新
R₃.₃.₃₁ 政策技術評価研究部 湯川　慶子 任期満了退職
R₃.₃.₃₁ 生涯健康研究部 田野　ルミ 任期満了退職
R₃.₃.₃₁ 医療・福祉サービス研究部 越智真奈美 任期満了退職
R₃.₃.₃₁ 生活環境研究部 浅田　安廣 任期満了退職
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年 月 日 所　　属 氏　　名 異　動　内　容
R₃.₃.₃₁ 国際協力研究部 佐々木由理 任期満了退職
R₃.₃.₃₁ 保健医療経済評価研究センター 岩本　哲哉 任期満了退職
R₃.₃.₃₁ 保健医療経済評価研究センター 此村　恵子 任期満了退職
R₃.₃.₃₁ 保健医療経済評価研究センター 池谷　　怜 任期満了退職
R₃.₃.₃₁ 生涯健康研究部 安藤　雄一 再任用任期更新
R₃.₃.₃₁ 国際協力研究部 綿引　信義 再任用任期満了退職
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３．令和 2 年度予算の概要

令和 2 年 4 月 1 日　　　　　（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項
令和元年度 
予 算 額 

Ａ

令和 2 年度 
予 算 額 

Ｂ

差 引 
増 △ 減 額 
Ｂ　－　Ａ

備　　　考

【一般会計】
（項）厚生労働本省試験研究所共通費 1,133,482 1,246,903 113,421 対元年度 110.01％
国立保健医療科学院に必要な経費 1,133,482 1,246,903 113,421 対元年度 110.01％
1 既定定員に伴う経費 907,683 985,224 77,541
2 定員合理化に伴う経費 0 △ 8,931 △ 8,931
3 増員要求に伴う経費 0 39,962 39,962
4 減員に伴う経費 0 0 0
5 振替定員に伴う経費 0 △ 2,506 △ 2,506
6 国立保健医療科学院共通経費 8,515 5,962 △ 2,553

7

国立保健医療科学院運営経費 14,117 15,159 1,042
（1）人当経費 3,873 3,900 27
（2）一般事務経費 9,966 10,962 996
（3）官公庁会計データ通信システム経費 278 297 19

8 研究情報ネットワークシステム整備費 68,660 77,576 8,916
9 図書館経費 1,036 1,036 0
10 本館棟施設管理等事務経費 133,471 133,421 △ 50

（項）厚生労働本省試験研究所施設費 71,201 125,907 54,706 対元年度 176.83％
国立試験研究機関施設整備に必要な経費 71,201 125,907 54,706
1 国立保健医療科学院施設整備費 71,201 125,907 54,706

（項）厚生労働本省試験研究所試験研究費 353,368 386,349 32,981 対元年度 109.33％
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 353,368 386,349 32,981 対元年度 109.33％
研修事業 21,422 21,674 252 対元年度 101.18％
1 専門・研究課程教育費 6,874 7,004 130
2 特定課程養成訓練費 4,576 4,590 14
3 エイズに関する教育・研修経費 677 677 0

4

感染症対策研修経費 6,442 6,537 95
（1）感染症集団発生対策研修 272 271 △ 1
（2）新興再興感染症技術研修 3,865 3,931 66
（3）水道クリプトスポリジウム試験法研修 2,305 2,335 30

5

福祉担当職員研修経費 914 927 13
（1）都道府県･指定都市･中核市指導監督員研修会 371 375 4
（2）福祉事務所長研修会 157 160 3
（3）生活保護自立支援研修 226 229 3
（4）児童相談所相談員関係職員研修会 160 163 3

6 児童虐待予防研修経費 685 684 △ 1
7 保健事業の医療経済評価に関する研究及び養成訓練 1,254 1,255 1
運営費 157,617 169,790 12,173 対元年度 107.72％
8 国立保健医療科学院共通経費 51,795 50,953 △ 842
9 競争的研究事務経費 94,389 107,306 12,917

10

国立保健医療科学院運営経費 4,302 4,311 9
（1）一般事務経費 1,870 1,876 6
（2）研究費 759 759 0
（3）研究調査経費 1,338 1,338 0
（4）特殊施設管理運営費 335 338 3

11 動物実験実習施設経費 2,963 3,013 50
12 特殊実験室管理運営費 736 743 7
13 一般用Ｘ線撮影装置維持費 3,432 3,464 32
庁舎管理費 134,580 154,756 20,176 対元年度 114.99％
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事　　　　　　　　　　項
平成30年度 
予 算 額 

Ａ

令和元年度 
予 算 額 

Ｂ

差 引 
増 △ 減 額 
Ｂ　－　Ａ

備　　　考

14
研究研修棟施設管理等事務経費 134,580 154,756 20,176
（1）研究研修棟 118,509 139,104 20,595
（2）寄宿舎棟 16,071 15,652 △ 419

調査研究事業 39,749 40,129 380 対元年度 100.96％

15

基盤的研究費 11,478 11,607 129
1　健康危機管理研究の在り方に関する基盤的研究 2,396 2,454 58
2　少子･高齢化社会に対応した健康確保に関する基盤的研究 3,572 3,601 29

（1）地域における保健医療福祉ニーズの科学的把握方法と供給体制の再整備
に関する研究 378 380 2

（2）健康確保に向けた地域医療情報基盤の構築に関する研究 3,194 3,221 27
3　生活環境に関する安全・安心の確保に向けた基盤的研究 5,510 5,552 42
（1）緊急事態における健康ハザード管理に関する研究 3,706 3,735 29
ｱ　核･放射線による健康ハザード管理に関する研究 1,651 1,662 11
ｲ　感染を抑制するための室内空気環境計画に関する研究 2,055 2,073 18
（2）水道における浄水技術の機能及び管理に関する研究 1,804 1,817 13

16 電子図書館事業費 10,945 11,123 178

17

医療・福祉サービス研究 3,868 3,888 20

（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 346 349 3

（2）保健医療福祉サービスに関する調査研究 1,320 1,330 10

（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 877 880 3

（4）地域医療マネジメント・医療の質の向上に関する研究 1,325 1,329 4

18

生活環境研究 13,458 13,511 53
（1）給水装置の安全性に関する調査研究事業 4,386 4,423 37
（2）持続可能な浄水処理技術評価研究事業 5,226 5,226 0
（3）水・衛生分野の国際協力手法に関する調査研究事業 510 514 4
（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 3,336 3,348 12

合　　　計 1,558,051 1,759,159 201,108 対元年度 112.91％
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４．令和 2 年度海外派遣状況

所　　属 氏　　名 渡航先
（地域） 出張期間 用　　　　　　　務

実績なし
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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＞
研究部 
等名 氏名 代表・分担 

の別 研究課題名 研究事業名

次
長 曽根　智史 研究代表者 ASEANにおける活動的で健康的な高齢期の推進に関する研究 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

統
括
研
究
官

高橋　秀人 研究分担者 加熱式たばこなど新たなたばこ製品の成分分析と受動喫煙による健康影響
の評価手法の開発

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

高橋　秀人 研究分担者 地域包括ケアシステムにおいて活用可能な国際生活機能分類（ICF）による
多領域にまたがる評価手法の確立に資する研究 統計情報総合研究事業

高橋　秀人 研究分担者 職域での健診機会を利用した検査機会拡大のための新たなHIV検査体制の構
築に向けた研究 エイズ対策政策研究事業

高橋　秀人 研究分担者 歯科口腔保健の新たな評価方法・評価指標の開発のための調査研究～我が
国の歯科健康格差縮小へのヘルスサービスリサーチ～

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

高橋　秀人 研究分担者 介護保険事業（支援）計画に役立つ地域指標-全国介護レセプト等を用いて- 長寿科学政策研究事業

福田　英輝 研究代表者 地域における歯科疾患対策を推進するためのニーズの把握および地域診断
法を用いた評価方法の確立のための研究 地域医療基盤開発推進研究事業

福田　英輝 研究代表者 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた地域における歯科医療提供
体制の強化のための研究 厚生労働科学特別研究事業

福田　英輝 研究分担者 歯科医療従事者の働き方と今後の需給等に関する調査研究 地域医療基盤開発推進研究事業

福田　英輝 研究分担者 歯科口腔保健の推進のための歯科疾患の実態把握に資する調査項目及び実
施体制等についての研究 地域医療基盤開発推進研究事業

牛山　明 研究分担者 加熱式たばこなど新たなたばこ製品の成分分析と受動喫煙による健康影響
の評価手法の開発

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

牛山　明 研究分担者 厚生労働省所管の機関における動物実験関連基本指針の遵守徹底および適
正な動物実験等の方法の確立に向けた研究 厚生労働科学特別研究事業

山田　裕巳 研究分担者 住宅宿泊事業における衛生管理手法に関する研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

山田　裕巳 研究分担者 特定建築物における室内空気中化学物質の実態把握のための研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

山田　裕巳 研究分担者 健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

生
涯
健
康
研
究
部

横山　徹爾 研究代表者 乳幼児の身体発育及び健康度に関する調査実施手法及び評価に関する研究 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）

横山　徹爾 研究分担者 地域における歯科疾患対策を推進するためのニーズの把握および地域診断
法を用いた評価方法の確立のための研究 地域医療基盤開発推進研究事業

横山　徹爾 研究分担者 健康日本21（第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

横山　徹爾 研究分担者 成人眼科検診による眼科疾患の重症化予防効果及び医療経済学的評価のた
めの研究

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

横山　徹爾 研究分担者 「健康な食事」の基準の再評価と基準に沿った食事の調理・選択に応じた
活用支援ガイドの開発

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

横山　徹爾 研究分担者 間脳下垂体機能障害に関する調査研究 難治性疾患政策研究事業

横山　徹爾 研究分担者 国民健康・栄養調査の質の確保・向上のための基盤研究 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

横山　徹爾 研究分担者 国内COVID-19入院患者レジストリデータを用いたCOVID-19の罹患・予後
と栄養状態・生活習慣の関連の縦断的解明 厚生労働科学特別研究事業

石川みどり 研究分担者 国民健康・栄養調査の質の確保・向上のための基盤研究 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

吉岡　京子 研究分担者 保健師活動の展開推進及び統括保健師の役割遂行力開発 健康安全・危機管理対策総合研究事業

吉岡　京子 研究分担者 WHO統合国際診断面接第 5 版（CIDI5.0）日本語版の開発と信頼性・妥当性
の検証および活用のための体制整備に資する研究 障害者政策総合研究事業

田野　ルミ 研究分担者 歯科医療従事者の働き方と今後の需給等に関する調査研究 地域医療基盤開発推進研究事業

医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
研
究
部

赤羽　　学 研究分担者 地域医療構想の達成のための病院管理者向け組織マネジメント研修プログ
ラムの開発研究 地域医療基盤開発推進研究事業

赤羽　　学 研究分担者 循環器病の医療体制構築に資する自治体が利活用可能な指標等を作成する
ための研究

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

赤羽　　学 研究分担者 小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究 食品の安全確保推進研究事業

赤羽　　学 研究分担者 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

食品の安全確保推進研究事業（カネミ油症に関
する研究）

赤羽　　学 研究分担者 地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究 地域医療基盤開発推進研究事業

小林　健一 研究代表者 特定建築物における室内空気中化学物質の実態把握のための研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

小林　健一 研究分担者 地域医療構想の達成のための病院管理者向け組織マネジメント研修プログ
ラムの開発研究 地域医療基盤開発推進研究事業

小林　健一 研究分担者 健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業



J. Natl. Inst. Public Health, 70 (Suppl.) : 2021

研究資金獲得状況

121

研究部 
等名 氏名 代表・分担 

の別 研究課題名 研究事業名

研

究

部

サ
ー
ビ
ス

医
療
・
福
祉

大夛賀政昭 研究代表者 地域包括ケアシステムにおいて活用可能な国際生活機能分類（ICF）による
多領域にまたがる評価手法の確立に資する研究 統計情報総合研究事業

大夛賀政昭 研究分担者 ICD-11に新たに導入された生活機能評価に関する補助セレクション「V章」
の活用及び普及に向けた研究 厚生労働科学特別研究事業

柿沼　倫弘 研究分担者 地域医療構想の達成のための病院管理者向け組織マネジメント研修プログ
ラムの開発研究 地域医療基盤開発推進研究事業

生
活
環
境
研
究
部

秋葉　道宏 研究代表者 水道事業の流域連携の推進に伴う水供給システムにおける生物障害対策の
強化に関する研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

秋葉　道宏 研究分担者 化学物質等の検出状況を踏まえた水道水質管理のための総合研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

山口　一郎 研究分担者 新規及び既存の放射線診療に対応する放射線防護の基準策定のための研究 地域医療基盤開発推進研究事業

稲葉　洋平 研究代表者 加熱式たばこなど新たなたばこ製品の成分分析と受動喫煙による健康影響
の評価手法の開発

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

稲葉　洋平 研究分担者 半揮発性有機化合物（SVOC）によるシックハウス症候群への影響評価及び
工学的対策の検証に関する研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

稲葉　洋平 研究分担者 特定建築物における室内空気中化学物質の実態把握のための研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

稲葉　洋平 研究分担者 加熱式たばこの健康影響評価のためのバイオマーカーを用いた評価手法の
開発

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

戸次加奈江 研究代表者 乳幼児期の玩具使用における健康被害防止に向けた有害性化合物の曝露評
価に関する研究 食品の安全確保推進研究事業

戸次加奈江 研究分担者 加熱式たばこなど新たなたばこ製品の成分分析と受動喫煙による健康影響
の評価手法の開発

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

戸次加奈江 研究分担者 半揮発性有機化合物（SVOC）によるシックハウス症候群への影響評価及び
工学的対策の検証に関する研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

浅見　真理 研究代表者 小規模水供給システムの持続可能な維持管理に関する統合的研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

浅見　真理 研究分担者 化学物質等の検出状況を踏まえた水道水質管理のための総合研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

島﨑　大 研究分担者 水道の基盤強化に資する技術の水道システムへの実装に向けた研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

小坂　浩司 研究分担者 化学物質等の検出状況を踏まえた水道水質管理のための総合研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

三浦　尚之 研究分担者 化学物質等の検出状況を踏まえた水道水質管理のための総合研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

浅田　安廣 研究分担者 水道事業の流域連携の推進に伴う水供給システムにおける生物障害対策の
強化に関する研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

阪東美智子 研究代表者 住宅宿泊事業における衛生管理手法に関する研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

阪東美智子 研究分担者 健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

金　　　勲 研究代表者 半揮発性有機化合物（SVOC）によるシックハウス症候群への影響評価及び
工学的対策の検証に関する研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

金　　　勲 研究分担者 特定建築物における室内空気中化学物質の実態把握のための研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

金　　　勲 研究分担者 健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

開原　典子 研究分担者 建築物環境衛生管理における空気調和設備等の適切な運用管理手法の研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

開原　典子 研究分担者 健康増進に向けた住宅環境整備のための研究 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

健
康
危
機
管
理
研
究
部

齋藤　智也 研究代表者 新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事
業

齋藤　智也 研究代表者 大規模イベント時の健康危機管理対応に資する研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

齋藤　智也 研究分担者 バイオテロ対策のための備蓄されている細胞培養痘そうワクチンの備蓄等、
バイオテロ病原体への検査対応、公衆衛生との関連のあり方に関する研究

振興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事
業

齋藤　智也 研究分担者 新型コロナウイルス感染症に対する疫学分析を踏まえたクラスター対策等
の感染拡大防止策の統括研究 厚生労働科学特別研究事業

齋藤　智也 研究分担者 新型コロナウイルス感染症等の感染症サーベイランス体制の抜本的拡充に
向けた人材育成と感染症疫学的手法の開発研究

振興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事
業

齋藤　智也 研究分担者 CBRNE テロリズム等の健康危機事態における対応能力の向上及び人材強化
に関わる研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

奥田　博子 研究分担者 災害時保健活動の体制整備に関わる保健師の連携強化に向けた研究 健康安全・危機管理対策総合研究事業

奥田　博子 研究分担者 災害に対応した母子保健サービス向上のための研究 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）

竹田　飛鳥 研究分担者 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた地域における歯科医療提供
体制の強化のための研究 厚生労働科学特別研究事業

研
究
部

国
際
協
力

種田憲一郎 研究分担者 地域医療構想の達成のための病院管理者向け組織マネジメント研修プログ
ラムの開発研究 地域医療基盤開発推進研究事業

児玉　知子 研究代表者 国連の持続可能な開発目標3（SDG3）-保健関連指標における日本の達成状
況の評価および国際発信のためのエビデンス構築に関する研究

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
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研究部 
等名 氏名 代表・分担 

の別 研究課題名 研究事業名

国
際
協
力
研
究
部

児玉　知子 研究分担者 健康食品等の安全確保に必要な技術的課題への対応と効果的な情報発信の
ための研究 食品の安全確保推進研究事業

児玉　知子 研究分担者 NDBデータから患者調査各項目及びOECD医療の質指標を導くためのアル
ゴリズム開発にかかる研究

政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事
業））

大澤　絵里 研究分担者 国連の持続可能な開発目標3（SDG3）-保健関連指標における日本の達成状
況の評価および国際発信のためのエビデンス構築に関する研究

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

佐々木由理 研究分担者 ASEANにおける活動的で健康的な高齢期の推進に関する研究 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
医
療
経
済
評
価
研
究
セ
ン
タ
ー

福田　　敬 研究代表者 地域医療構想の達成のための病院管理者向け組織マネジメント研修プログ
ラムの開発研究 地域医療基盤開発推進研究事業

福田　　敬 研究代表者 がん検診の費用対効果の検証に関する研究 がん対策推進総合研究事業

福田　　敬 研究代表者 医薬品・医療機器等の費用対効果評価における公的分析と公的意思決定方
法に関する研究 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

福田　　敬 研究分担者 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証と重症化予防のさらなる展
開を目指した研究

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
事業

白岩　　健 研究分担者 がん検診の費用対効果の検証に関する研究 がん対策推進総合研究事業

白岩　　健 研究分担者 医薬品・医療機器等の費用対効果評価における公的分析と公的意思決定方
法に関する研究 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

白岩　　健 研究分担者 診療ガイドラインにおける医療経済的評価手法に関する研究 地域医療基盤開発推進研究事業

白岩　　健 研究分担者 公的医療の立場及び社会の立場からのワクチンの費用対効果の評価研究 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事
業

大寺　祥佑 研究分担者 NDBデータから患者調査各項目及びOECD医療の質指標を導くためのアル
ゴリズム開発にかかる研究

政策科学総合研究事業（統計情報総合研究事
業））

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） 139,462千円

＜厚生労働科学研究費補助金（繰越）＞
研究部 
等名 氏名 代表・分担 

の別 研究課題名 研究事業名

研
究
部

機
管
理

健
康
危

齋藤　智也 研究代表者 新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究
新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事
業

研
究
部

環　

境

生　

活
金　勲 研究分担者 新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究

新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事
業

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） 38,000千円
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＜科学研究費助成事業＞
研究部
等名 氏名 代表・分担

の別 　研究課題名 研究事業名

統
括
研
究
官

丸谷　美紀 研究代表者 環太平洋島嶼国における地域の文化に即した全人的災害時保健活動モデル
の構築 基盤研究（B）

丸谷　美紀 研究分担者 在留外国人への母子支援における保健師と民間の連携支援 基盤研究（C）

丸谷　美紀 研究分担者 遠隔通信機器を用いた外国人妊産婦のメンタルヘルス問題のサポート体制
構築とその効果 基盤研究（C）

高橋　秀人 研究分担者 集団における疾病の罹患・死亡状況の要因分析と介入効果の予測研究 基盤研究（B）

高橋　秀人 研究分担者 介護現場のWell-being向上に向けたサービス・プロフィット・チェーンの開
発 挑戦的研究（萌芽）

福田　英輝 研究代表者 ケニア無歯科医地域での部族間を横断した統合型口腔環境疫学データの構
築と活用 基盤研究（B）

福田　英輝 研究分担者 「歯・口腔の健康寿命」に関する評価指標の開発と地域差の検証 基盤研究（C）

福田　英輝 研究分担者 日本在住タイ人の健康の文化変容と健康損失およびリスク要因に関する縦
断研究 基盤研究（C）

福田　英輝 研究分担者 歯の保存状況と生命予後に関する地域住民を対象とした30年コホート研究 基盤研究（C）

牛山　　明 研究代表者 肺微小循環と肺胞マクロファージの挙動変化を指標にした加熱式たばこの
健康影響の解明 基盤研究（B）

牛山　　明 研究代表者 季節性インフルエンザ流行初期に絶対湿度が寄与する機構解明と新たな予
防対策への挑戦 挑戦的研究（萌芽）

山田　裕巳 研究分担者 住宅における機械換気の実質効果と健康リスク影響に関する調査 基盤研究（A）

政
策
技
術
評
価
研
究
部

佐藤　　元 研究分担者 災害医療・健康危機管理における法的および制度的枠組みに関する国際比
較研究 基盤研究（C）

武村　真治 研究分担者 研究成果と実践知の保健政策移転モデルの構築と活用推進プラットフォー
ムの開発 基盤研究（B）

土井麻理子 研究代表者 標準化ツールと組み合わせた臨床研究データ収集スキームの構築 基盤研究（C）

土井麻理子 研究分担者 臨床試験の効率化に向けた中央モニタリング手法の開発 基盤研究（C）

生
涯
健
康
研
究
部

横山　徹爾 研究分担者 アルコール代謝関連酵素活性別にみた飲酒と睡眠の質及び生理的変化に関
する研究 基盤研究（C）

石川みどり 研究分担者 東日本大震災被災地における肥満者増加の要因-中食利用行動を中心とした
検証-

基盤研究（C）

逢見　憲一 研究代表者 新・未活用資料と定量的手法を用いた明治期以降わが国の人口史・疾病
史・医学史の分析 基盤研究（C）

吉岡　京子 研究代表者 保健医療福祉計画策定に必要な保健師の施策化能力向上のための教育プロ
グラムの開発 基盤研究（B）

吉岡　京子 研究分担者 継続的地域アセスメントモデルを用いた保健師の実践改善プログラムの構
築 基盤研究（B）

安藤　雄一 研究分担者 歯科技工の需要・供給分析：歯科技工士減少は将来的に歯科補綴治療に影
響を及ぼすのか 基盤研究（C）

安藤　雄一 研究分担者 歯の保存状況と生命予後に関する地域住民を対象とした30年コホート研究 基盤研究（C）

麻生　保子 研究代表者 児童や前期高齢者に向けた整理整頓教育プログラムの開発と健康影響への
効果評価 若手研究

田野　ルミ 研究代表者 新型たばこに着眼した喫煙行動の実態と医科歯科連携による禁煙支援プロ
グラムの開発 若手研究

医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
研
究
部

小林　健一 研究代表者 科学的根拠に基づいた病院手術部門の建築計画指針の開発 基盤研究（C）

小林　健一 研究分担者 人口の減少・超高齢化に対応した二次救急医療施設の機能と建築・設備計
画に関する研究 基盤研究（C）

小林　健一 研究分担者 看看連携を効率的効果的に実現する外来部門の提供システムと建築計画指
針の開発 基盤研究（C）

森山　葉子 研究代表者 介護現場のWell-being向上に向けたサービス・プロフィット・チェーンの開
発 挑戦的研究（萌芽）

森山　葉子 研究分担者 地域包括ケアのアウトカムとしてのケア関連QOLの測定と応用に関する研
究 基盤研究（B）

森山　葉子 研究分担者 社会的ケアを要する高齢者の在宅生活維持に資するQOL規定因子の実証的
解明 基盤研究（C）

松繁　卓哉 研究代表者 患者視点の理解と臨床活用のためのプログラムの開発 基盤研究（C）

松繁　卓哉 研究分担者 地域包括ケアのアウトカムとしてのケア関連QOLの測定と応用に関する研
究 基盤研究（B）

松繁　卓哉 研究分担者 介護現場のWell-being向上に向けたサービス・プロフィット・チェーンの開
発 挑戦的研究（萌芽）

大夛賀政昭 研究分担者 介護技術評価に基づくOJT推進に向けた人材マネジメント手法の開発に関す
る研究 基盤研究（B）

大夛賀政昭 研究分担者 地域包括ケアのアウトカムとしてのケア関連QOLの測定と応用に関する研
究 基盤研究（B）
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研究部
等名 氏名 代表・分担

の別 　研究課題名 研究事業名

医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
研
究
部

大夛賀政昭 研究分担者 介護現場のWell-being向上に向けたサービス・プロフィット・チェーンの開
発 挑戦的研究（萌芽）

大夛賀政昭 研究分担者 rt-PA治療効果の医療介護連携に関するプロセス、アウトカム評価指標の開
発と検証 基盤研究（C）

大夛賀政昭 研究分担者 地域包括ケアシステムにおける生涯費用推計モデルの開発に関する研究 挑戦的研究（萌芽）

柿沼　倫弘 研究代表者 rt-PA治療効果の医療介護連携に関するプロセス、アウトカム評価指標の開
発と検証 基盤研究（C）

越智真奈美 研究代表者 生物学的マルチシステムで捉えた子どものレジリエンスの促進要因に関す
る縦断的検証 若手研究

生
活
環
境
研
究
部

秋葉　道宏 研究代表者 下水中のA型・E型肝炎ウイルスおよび無承認無許可医薬品の実態把握とリ
スク評価 基盤研究（B）

秋葉　道宏 研究分担者 浄水処理過程におけるエンドトキシン高産生細菌の探索と制御に関する研
究 基盤研究（B）

山口　一郎 研究分担者 歯エナメル質生体EPR被曝線量測定装置の開発 基盤研究（C）

山口　一郎 研究分担者 福島原発事故により放出されたストロンチウム90の人乳歯への蓄積に関す
る研究 基盤研究（C）

志村　　勉 研究代表者 放射線影響評価の新たな指標としてのミトコンドリア損傷の検討 基盤研究（B）

志　村　勉 研究分担者 発がんにおける組織幹細胞の細胞競合を可視化する解析系の確立とその応
用 挑戦的研究（萌芽）

稲葉　洋平 研究分担者 放射線影響評価の新たな指標としてのミトコンドリア損傷の検討 基盤研究（B）

稲葉　洋平 研究分担者 肺微小循環と肺胞マクロファージの挙動変化を指標にした加熱式たばこの
健康影響の解明 基盤研究（B）

稲葉　洋平 研究分担者 住宅における機械換気の実質効果と健康リスク影響に関する調査 基盤研究（A）

戸次加奈江 研究代表者 室内環境中におけるイソシアネートの新規評価法の開発と汚染実態の調査
に関する研究 若手研究（B）

戸次加奈江 研究代表者 化学物質過敏症患者を対象とした室内環境中の化学物質評価に関する新た
戦略 若手研究

島﨑　　大 研究代表者 浄水処理過程におけるエンドトキシン高産生細菌の探索と制御に関する研
究 基盤研究（B）

島﨑　　大 研究分担者 非結核性抗酸菌をリスク因子とした次世代水供給システムの構築 基盤研究（B）

小坂　浩司 研究分担者 下水中のA型・E型肝炎ウイルスおよび無承認無許可医薬品の実態把握とリ
スク評価 基盤研究（B）

小坂　浩司 研究分担者 超高感度遊離残留塩素分析に基づく次世代水質管理手法の開発 基盤研究（C）

三浦　尚之 研究代表者 病原ウイルスの水中存在形態と挙動に関連する懸濁物質・溶存有機物・医
薬品の調査研究 基盤研究（C）

三浦　尚之 研究分担者 下水中のA型・E型肝炎ウイルスおよび無承認無許可医薬品の実態把握とリ
スク評価 基盤研究（B）

三浦　尚之 研究分担者 水の微生物学的安全性の確立に向けた革新的ウイルス指標群の網羅的活用 基盤研究（A）

三浦　尚之 研究分担者 ノロウイルスに汚染されない牡蠣養殖の実現 挑戦的研究（開拓）

浅田　安廣 研究代表者 オンサイト調査に向けたカビ臭原因物質産生藍藻類の迅速モニタリング手
法の開発 基盤研究（C）

浅田　安廣 研究分担者 都市スラムでの住民参加型下痢リスク調査に基づく新たなサニテーショ
ン・プランニング 基盤研究（B）

阪東美智子 研究分担者 超高齢社会における「協議会型アプローチ」による居住支援 基盤研究（C）

阪東美智子 研究分担者 在宅生活ニーズの把握と多職種連携のための見取り図の活用効果の具体的
検証 基盤研究（C）

金　　　勲 研究代表者 エンドトキシン測定による感染予防と微生物汚染対策に関する研究 基盤研究（B）

金　　　勲 研究分担者 室内環境中のフタル酸エステル・2-エチル‐ 1‐ ヘキサノールの動態分析/
リスク評価 基盤研究（B）

金　　　勲 研究分担者 空調システム中菌叢解析とそれに基づく室内環境改善策の提案 基盤研究（A）

金　　　勲 研究分担者 住宅室内における汚染粒子の発生から居住者への曝露の挙動解析と健康リ
スク評価 基盤研究（B）

金　　　勲 研究分担者 住宅における機械換気の実質効果と健康リスク影響に関する調査 基盤研究（A）

管
理
研
究
部

健
康
危
機

奥田　博子 研究分担者 環太平洋島嶼国における地域の文化に即した全人的災害時保健活動モデル
の構築 基盤研究（B）

国
際
協
力

研
究
部

大澤　絵里 研究代表者 地理情報とユーザー視点を活用した子育て支援システムの評価モデルの構
築 基盤研究（C）

大澤　絵里 研究分担者 子育て女性を対象とした生活習慣病予防健診の地域啓発プログラムの開発
と社会実装研究 基盤研究（B）
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研究部
等名 氏名 代表・分担

の別 　研究課題名 研究事業名

研
究
部

国
際
協
力

大澤　絵里 研究分担者 「歯・口腔の健康寿命」に関する評価指標の開発と地域差の検証 基盤研究（C）

佐々木由理 研究代表者 ソーシャル・キャピタルの高齢者のうつへの影響の相違-アジア3か国の比
較検証-」 若手研究

研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
情
報
支
援

水島　　洋 研究分担者 臨床試験の効率化に向けた中央モニタリング手法の開発 基盤研究（C）

保
健
医
療
経
済
評
価
研
究
セ
ン
タ
ー

福田　　敬 研究分担者 基準的賭け法を用いたQOL値評価とスコアリングアルゴリズムの開発に関
する研究 基盤研究（B）

福田　　敬 研究分担者 地域包括ケアのアウトカムとしてのケア関連QOLの測定と応用に関する研
究 基盤研究（B）

白岩　　健 研究代表者 医療経済評価で使用する選好に基づく尺度の網羅的開発に関する研究 基盤研究（C）

白岩　　健 研究分担者 基準的賭け法を用いたQOL値評価とスコアリングアルゴリズムの開発に関
する研究 基盤研究（B）

白岩　　健 研究分担者 地域包括ケアのアウトカムとしてのケア関連QOLの測定と応用に関する研
究 基盤研究（B）

白岩　　健 研究分担者 「『医師』＝Double agent」論の総合的研究 基盤研究（C）

白岩　　健 研究分担者 社会的ケアを要する高齢者の在宅生活維持に資するQOL規定因子の実証的
解明 基盤研究（C）

白岩　　健 研究分担者 費用対効果を含む多様な価値基準を統合した新たな医療政策意思決定支援
システムの開発 基盤研究（C）

大寺　祥佑 研究代表者 大規模データ解析による医療介護サービスに関するエビデンス診療ギャッ
プの解明 基盤研究（B）

大寺　祥佑 研究分担者 レセプトデータベース（NDB）の利用を容易にするための包括的支援シス
テムの開発 基盤研究（A）

大寺　祥佑 研究分担者 宇宙及び地球規模環境要因のヒト健康への影響について 基盤研究（C）

岩本　哲哉 研究代表者 介護報酬におけるアウトカム評価導入の効果と弊害の検証 若手研究

岩本　哲哉 研究分担者 rt-PA治療効果の医療介護連携に関するプロセス、アウトカム評価指標の開
発と検証 基盤研究（C）

岩本　哲哉 研究分担者 深層学習による糖尿病足病変再発リスクに応じた歩行支援プログラムの構
築 基盤研究（C）

岩本　哲哉 研究分担者 地域住民の健康評価プラットフォームの開発と予防的保健医療介護事業の
効果検証 挑戦的研究（萌芽）

池谷　　怜 研究代表者 良好な臨床試験の結果が医薬品処方動向に及ぼす影響の調査：糖尿病領域
における検討 若手研究

宅本　悠希 研究代表者 大規模データを用いた癌患者の終末期ケアにおける治療体制の医療費への
影響分析 研究活動スタート支援

森井　康博 研究代表者 地理情報システムを用いた脳梗塞患者の最適搬送方法とその費用対効果の
分析 研究活動スタート支援

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） 53,830千円
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＜その他助成金等＞
研究
部名 氏名 代表・分担

の別 研究課題名 研究事業名 機関名称

統
括
研
究
官

丸谷　美紀 研究代表者 文化に即した外国人介護職の健康支援

（公財）ファイザーヘ
ルスリサーチ振興財団
研究助成（国内共同研
究-年齢制限なし）

（公財）ファイザーヘ
ルスリサーチ振興財団

丸谷　美紀 研究代表者 患者・家族・地域全体を捉えた難病地域ケアシステム経年情報整理ツール
の開発

（公財）ユニベール財
団研究助成

（公財）ユニベール財
団

丸谷　美紀 研究分担者 脳卒中後てんかん患者の社会生活を支援するための、セルフマネジメント
プログラムの開発評価に関する研究

公益財団法人大樹生命
厚生財団医学研究助成

（公財）大樹生命厚生
財団

高橋　秀人 研究分担者 福島県内外における外因死の動向把握に関する研究 放射線の健康影響に係
る研究調査事業 環境省

研
究
部

生
涯
健
康

田野　ルミ 研究分担者 脳卒中後てんかん患者の社会生活を支援するための、セルフマネジメント
プログラムの開発評価に関する研究

公益財団法人大樹生命
厚生財団医学研究助成

（公財）大樹生命厚生
財団

サ
ー
ビ
ス
研
究
部

医
療
・
福
祉

松繁　卓哉 研究代表者 VSED（終末期における自発飲食中止）の倫理的課題に関する研究 （公財）勇美記念財団
在宅医療助成 （公財）勇美記念財団

大夛賀政昭 研究代表者 急性期入院医療機関における入退院支援に係る認知症リスクチェックシー
トの開発

（公財）ファイザーヘ
ルスリサーチ振興財団
研究助成（国内共同研
究-満39歳以下）

（公財）ファイザーヘ
ルスリサーチ振興財団

大夛賀政昭 研究分担者 育児困難と虐待のリスク評価尺度の開発：自治体の母子保健情報を活用し
た横断データより

（公財）医療科学研究
所研究助成金

（公財）医療科学研究
所

越智真奈美 研究代表者 育児困難と虐待のリスク評価尺度の開発：自治体の母子保健情報を活用し
た横断データより

（公財）医療科学研究
所研究助成金

（公財）医療科学研究
所

生
活
環
境
研
究
部

山口　一郎 研究分担者 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

労災疾病臨床研究事業
費補助金 厚生労働省

志村　　勉 研究分担者 放射線による健康リスクと社会不安の低減化を目指した「線量・線量率効
果係数」DDREF=2の妥当性の検討

放射線の健康影響に係
る研究調査事業 環境省

志村　　勉 研究分担者 新たな生物学的評価法の指標としてのミトコンドリア損傷の検討 放射線の健康影響に係
る研究調査事業 環境省

志村　　勉 研究分担者 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

労災疾病臨床研究事業
費補助金 厚生労働省

稲葉　洋平 研究代表者 Training and educational programs for professionals to encourage patients to quit 
smoking 専門職における禁煙支援者を養成・支援するプログラムの提供

Pfizer Independent Grants 
for Learning and Change

Pfizer Independent Grants 
for Learning and Change

浅見　真理 研究代表者 災害・事故における異常検知と影響予測手法の開発 環境研究総合推進費 環境省

小坂　浩司 研究分担者 災害・事故における異常検知と影響予測手法の開発 環境研究総合推進費 環境省

開原　典子 研究代表者 高齢者の乾燥由来の健康リスク低減に向けた住まいの湿度環境提案 一般財団法人住総研研
究助成 （一財）住総研研

開原　典子 研究分担者 京町家における健康リスク評価と断熱改修方法の提案 一般財団法人住総研研
究助成 （一財）住総研研

国
際
協
力
研
究
部

種田憲一郎 研究代表者 病院のパフォーマンス測定の開発に係る調査研究

児玉　知子 研究代表者 開発国における持続可能な必須医療サービスの普及と質の向上に関する国
際共同研究

（公財）ファイザーヘ
ルスリサーチ振興財団
研究助成（国際共同研
究）

（公財）ファイザーヘ
ルスリサーチ振興財団

大澤　絵里 研究分担者 育児困難と虐待のリスク評価尺度の開発：自治体の母子保健情報を活用し
た横断データより

（公財）医療科学研究
所研究助成金

（公財）医療科学研究
所

セ
ン
タ
ー

支
援
研
究

研
究
情
報

橘　とも子 研究代表者 脳卒中後てんかん患者の社会生活を支援するための、セルフマネジメント
プログラムの開発評価に関する研究

公益財団法人大樹生命
厚生財団医学研究助成

（公財）大樹生命厚生
財団

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） 21,889千円



J. Natl. Inst. Public Health, 70 (Suppl.) : 2021

研究資金獲得状況

127

＜日本医療研究開発機構（AMED）補助金＞
研究部
等名 氏名 代表・分担

の別 研究課題名 研究事業名

統
括
研
究
官

丸谷　美紀 研究分担者 壮年期就労者を対象とした生活習慣病予防のための動機付け支援の技術開
発に関する研究

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研
究事業

評
価
研
究
部

政
策
技
術

佐藤　　元 研究分担者 治験・臨床研究の質の向上に向けた国民の主体的参加を促すための環境整
備に関する研究 臨床研究・治験推進研究事業

湯川　慶子 研究分担者 治験・臨床研究の質の向上に向けた国民の主体的参加を促すための環境整
備に関する研究 臨床研究・治験推進研究事業

研
究
部

生
涯
健
康

横山　徹爾 研究分担者 「頭頸部表在癌全国登録調査」に基づいた頭頸部表在癌に対する診断・治
療法の開発に関する研究 革新的がん医療実用化研究事業

セ
ン
タ
ー

支
援
研
究

研
究
情
報

水島　洋 研究分担者 治験・臨床研究の質の向上に向けた国民の主体的参加を促すための環境整
備に関する研究 臨床研究・治験推進研究事業

日本医療研究開発機構（AMED）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） 1,160千円
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＜労災疾病臨床研究事業費補助金＞
研究部
等名 氏名 代表・分担

の別 研究課題名 研究事業名

研
究
部

生
活
環
境

山口　一郎 研究分担者 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 労災疾病臨床研究事業費補助金

志村　　勉 研究分担者 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 労災疾病臨床研究事業費補助金

労災疾病臨床研究事業費補助金補助金　総額（国立保健医療科学院で機関経理を実施した額） 775千円
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６．特定研究員等受入状況

区　　　　　　分
特定研究員

研究生 計
客員研究員 協力研究員

院長
（ ）（ ）（ ）（ 0 ）

0 0 0 0

統括研究官
⎝ 3 ）（ 2 ）（ 2 ）（ 7 ）

17 10 6 33

政策技術評価研究部
⎝ ）（ ）（ ）（ 0 ）

5 2 0 7

生涯健康研究部
⎝ 1 ）（ ）（ ）（ 1 ）

6 1 0 7

医療・福祉サービス研究部
⎝ 2 ）（ 1 ）（ ）（ 3 ）

6 1 1 8

生活環境研究部
⎝ 1 ）（ ）（ 3 ）（ 4 ）

8 1 3 12

健康危機管理研究部
⎝ ）（ ）（ ）（ 0 ）

0 0 0 0

国際協力研究部
⎝ ）（ ）（ ）（ 0 ）

0 0 0 0

研究情報支援研究センター
⎝ 2 ）（ ）（ ）（ 2 ）

6 0 2 8

保健医療経済評価研究センター
⎝ ）（ ）（ ）（ 0 ）

5 0 0 5

合　　　　　　計
⎝ 9 ）（ 3 ）（ 5 ）（ 17 ）

53 15 12 80

　　　　　　　　　※（　 　） は令和 2 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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７．大学院との連携状況

（令和 3 年 3 月31日現在）
大学名 締結日

女子栄養大学大学院 2014年６月27日
東京大学大学院 2015年２月27日
東北大学災害科学国際研究所 2015年４月１日
京都大学大学院医学研究科 2015年７月１日
東京工業大学大学院総合理工学研究科 2016年４月１日
筑波大学大学院 2017年１月24日
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