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2022_05 

SHI・CIPにおける神奈川県関連の活動（令和元年度以降） 

【研究】【教育・研修】【その他の貢献】 

【研究】 

 年度 課題名 研究者 資金源 備考（内容） 

1 R３ COVID-19対策におけ

る神奈川県立病院機構

勤務看護師のストレス

状況の調査   

成松 神奈川県立

病院機構 

・ SHIと神奈川県立病院機構の連携事業 

・ 県立病院機構の各病院に勤務している看護師におけるストレスと

コロナウィルス感染症対応業務の関係を調査して、適切な看護師

の職場環境構築につなげる研究を実施。 

2 R３ 新型コロナウイルス感

染症に係る予測モデル

の開発 

YOO 

吉田 

渡邊 

イノベーシ

ョン政策研

究センター

（C I P）研

究費 

・ SHI･神奈川県と共同でEvidence Based Policy Making（EBPM）

プロジェクトチームを2021年6月に発足。県内二次医療圏ごとに

療養者、入院者、重症者の予測に向け、県庁の収集したデータベ

ースとGoogleの予測値を活用した｢新型コロナウイルス感染予測

モデル｣を開発した。また、下水中の新型コロナウイルス遺伝子

の検出による感染状況把握を実施し、調査結果を県HPで公表し

ている。 

3 R３ 細胞の特性理解と細胞

医薬の品質評価に資す

る知見の創出 

八代 令和３年度

先進異分野

融合プロジ

ェクト研究

立案・推進

事業 

・ フローサイトメトリーと蛍光標識抗原を用いた造血幹細胞（Hem

atopoietic Stem Cell: HSC）分画の取得し、HSCが長期培養可能

な系における生物学的特性の知見の集積を行った。 
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 年度 課題名 研究者 資金源 備考（内容） 

4 R２ 

～ 

座間市保健医療データ

活用プロジェクト（CIP

事業） 

岩根 

伊藤 

渡邊 

坂巻 

CIP運営費 ・ 保健医療データの抽出・加工・分析を通じて、座間市の健康増進

事業の方向性を示すための情報を提供する。 

5 R２ 

～ 

デジタルピアサポート

アプリ「みんチャレ」

の行動変容へのインパ

クト評価に関するパイ

ロット研究 

成松 

岡本 

中村 

齋藤 

CIP運営費 

Ｒ３はKIST

EC 地域イ

ノベーショ

ンエコシス

テム研究費 

・ デジタルピアサポート「みんチャレ」の利用による健康行動の継

続とその背景要因について探索的な分析を行うとともに、大規模

介入比較試験に向け、研究デザインの妥当性や実行可能性の検証

も行う。 

6 R２ 

～ 

保健医療データ活用業

務委託事業（CIP事業） 

伊藤 

岩根 

渡邊 

坂巻 

川村 

神奈川県 ・ 神奈川県内市町村の衛生統計、県内国保の健診および医療費デー

タ、県内協会けんぽの健診データについて集計・解析を実施し、

集計結果等の公表を行う。 

・ 県・市町村健康増進担当者や保健所職員等を対象として、保健医

療データを健康増進活動に活用するための研修会を行う。 
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 年度 課題名 研究者 資金源 備考（内容） 

7 R２ 

～ 

未病指標の精緻化等に

関する実証事業（CIP事

業） 

齋藤 

中村 

成松 

渡邊 

鄭 

神奈川県 ・ 神奈川県みらい未病コホート研究などの研究基盤を活用し、未病

指標を科学的に評価し、精緻化を進める。 

【学会発表】 

・ 齋藤義信，小熊祐子，今村晴彦，田島敬之，中村翔，成松宏人．

フレイルと住民主体のグループ運動との関連：横断研究，第31回

日本疫学会学術総会，2021.1. 

・ Saito Y, Oguma Y, Imamura H, Tajima T, Nakamura S, Watanabe 

K, Narimatsu H. Physical activity, social capital, and health status a

mong older adults: a structural equation modeling analysis. The 8t

h International Society for Physical Activity and Health Congress. 

Vancouver, Canada (web開催), 10/12/2021 

8 R２ 

～ 

ゲノムコホートを活用

したCOVID-19に関す

る市中モニタリングと

対策研究基盤知見など

の創出 

齋藤 

中村 

方 

成松 

KISTEC(先

進異分野融

合プロジェ

クト) 

・ ゲノムコホート「神奈川県みらい未病コホート研究」の研究基盤

を活用し、COVID−19の抗体検査の市中モニタリングを実施す

ると同時に、COVID−19対策に資する新たな知見を創出する。 

【成果発表】 

・ 齋藤義信，小熊祐子，土井原奈津江．新型コロナウイルス感染症

流行下における健康づくり─高齢者の身体活動に着目して─．神

奈川県立保健福祉大学誌．2022;19(1) 37-46. 
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 年度 課題名 研究者 資金源 備考（内容） 

9 R１ 

～ 

グローバルヘルスに還

元するがん対策：Kanag

awa Shanghai比較共同研

究 

成松 

中村 

渡邊 

ヘルスイノ

ベーション

推進研究費 

Ｒ３～神奈

川県立がん

センター研

究費 

・ 神奈川県地域がん登録のデータを活用して、がんの患者動向を解

析することで、がん対策の評価につなげる研究、さらには上海の

がんの動向を解析することによりグローバルヘルスの向上に貢献

することを目指す。 

10 H31 

～ 

神奈川みらい未病コホ

ート（ハイブリッドゲ

ノムコホート研究） 

齋藤 

中村 

方 

成松 

文部科学省 

地域イノベ

ーション・

エコシステ

ム形成プロ

グラム＊  

＊「神奈川発「ヘルスケア・ニューフロンティア」先導プロジェク

ト」KISTEC分担 

・ ゲノムコホート「神奈川県みらい未病コホート研究」の研究基盤

を活用し、神奈川県と連携して、未病対策の新規技術の開発・評

価を行っていく。ロボットスーツHALの実証研究なども行う。 

11 H28 

～ 

神奈川県みらい未病コ

ホート研究 

中村 

斎藤 

方 

成松 

文部科学省

（新学術領

域）＊ 

＊コホート・生体試料支援プラットフォーム 

・ 大規模ゲノムコホート研究で、神奈川県の未病に取り組みの科学

的評価や新たな取り組みの開発を行う。 

・ 参考ホームページ：https://www.me-byo-cohort.jp/ 
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 年度 課題名 研究者 資金源 備考（内容） 

12 R２ 神奈川県における地域

包括ケアシステム及び

地域医療計画・構想立

案のための基礎資料作

成に関する調査研究（C

IP事業） 

坂巻 CIP運営費 ・ 神奈川県での地域包括システムならびに地域医療計画・構想立案

のために、神奈川県における医療・介護環境等について提供施設

データを基にした圏域分析を行い、地域特性を検討した。 

13 R２ 神奈川県における将来

の高齢者像と社会参加

促進策に関する調査研

究（CIP事業） 

坂巻 CIP運営費 ・ 高齢者の医療、健康、介護ニーズに関わるデータ分析等をもと

に、2040年度の神奈川県の高齢者像の想定ならびに地域医療環

境分析を行ない、神奈川県下の基礎自治体での社会参加に関わる

取り組み、わが国での地域包括ケアに関わる議論も参考にしなが

ら将来の高齢者のニーズに対応した社会参加促策を検討した。 

14 R２ RWD解析技術を活用し

た国保データ等の活用

と解析手法の確立につ

いての調査研究（CIP事

業） 

坂巻 CIP運営費 ・ 国保データベースを用いて神奈川県の健康状況と医療費の分析を

行い、特に医療費に影響を与える要因について、別途、医薬品マ

スタとの突合を行ったうえで、精緻な分析を行った。 

15 R２ 新型コロナウイルスの

不顕性感染の実態調査

への協力 

成松 

中村 

方 

Yoo 

渡邊 

神奈川県 ・ 神奈川県内科医会の実施したCOVID−19抗体を用いたモニタリ

ング調査にあたり、研究デザインなどのアドバイスを行った。 
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 年度 課題名 研究者 資金源 備考（内容） 

16 R２ 「新型コロナウイルス

対策に配慮した災害時

の避難母子支援システ

ム構築に向けた課題抽

出」における神奈川県

内での実証事業 

吉田 学術振興会 

令和２(202

0)年度研究

活動スター

ト支援研究

事業 

・ 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた妊産婦・乳幼児向け防

災研修ならびに福祉避難所（妊産婦・乳幼児）の体制整備につい

て提言や検証を行った。 
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【教育・研修】 

 年度 授業名等 担当教員 主催・備考（内容）等 

1 R３ 未病産業研究会「講座」(CIP事

業) 

黒河 ・ 「ヘルスケア分野における新規事業のビジネスプロセスに関する研究プロ

ジェクト」（ヘルスケアBD）にて、神奈川県の未病産業研究会と連携して

ワークショップを開催（9/11,9/12） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f536433/mebyosangyokenkyu

kai_seminar.html 

2 R２ 

～ 

神奈川県労働福祉協会 津野 ・ 神奈川県労働大学講座で職場のハラスメント防止対策の講師を担う。 

3 R１ 

～ 

未病産業研究会講義(CIP事業) 岡本 

渡邊 

徳野 

成松 

川村 

方 

津野 

・ 未病産業研究会が主宰する「超入門・公衆衛生学講座」の運営や講師を担

う。 

4 H30 

～ 

神奈川県未病アンバサダー事業

研修講師 

吉田 ・ 神奈川県政策局 いのち・未来戦略本部室最先端医療産業グループ 

5 R２ （公財）横浜市 男女共同参画

推進協会「からだと性の相談」 

吉田 ・ （公財）横浜市 男女共同参画推進協会 2020/11/12 
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 年度 授業名等 担当教員 主催・備考（内容）等 

6 R２ 神奈川県看護協会 助産師職能

研修会「災害時母子救護の現

状」 

吉田 ・ 神奈川県看護協会 2020/11/27 

7 R２ 神奈川県平塚保健福祉事務所 

保健福祉課「母子保健委員会」 

吉田 ・ 神奈川県平塚保健福祉事務所 2021/1/14 

8 R２ 神奈川県看護協会 

助産師職能委員会災害研修事業 

吉田 ・ 災害研修の研修講師 

9 R２ 医療現場におけるイノベーショ

ン創出 

島岡 ・ 実践教育センターで学ぶ、神奈川県内病院の医療従事者を対象とした、デ

ザイン思考を用いたワークショップの実施 

10 R２ ガバナンスとアカウンタビリテ

ィ 

島岡 ・ 実践研究センターで学ぶ、神奈川県内病院の医療従事者（サードレベル）

を対象とした授業 

・ ガバナンスとアカウンタビリティについて学び、自施設の現状を踏まえた

課題を抽出できるようになるのが狙い。 

11 R２ 健康危機管理コースにおける神

奈川県の新型コロナウィルス対

策啓発ならびに連携 

徳野 

吉田 

・ 健康危機管理学特別講義「COVID-19」2020.3.2 

・ 産業保健学演習「防護具」にてCOVID-19に言及2020.4.6 

・ 産業保健学演習「ミニレクチャー：COVID-19」としてCOVID-19に言及 

2020.4.20＆27 

・ 環境保健学「Environmental change due to biological factors」にてCOVID-

19に言及2020.5.12&19 
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 年度 授業名等 担当教員 主催・備考（内容）等 

12 R２ 令和2年度神奈川県外部講師を

活用したがん教育研究授業 社

会と情報  プログラミング基礎

（がん統計） 

中村 ・ 神奈川県教育委員会、神奈川県、神奈川県がん教育協議会主催 

・ 神奈川県立足柄上高校の1年生の授業のうち、2コマ×7クラスのうち5コマ 

13 R２ ME-BYO Japan 2020 来場者向け

セミナー 

中村 ・ 「生活習慣とDNAの関係性を解き明かす「神奈川県みらい未病コホート研

究」の取組み」の題で招聘講演を行った。 

14 R１ 神奈川県小田原保健福祉事務所              

「家族でしておきたい災害時の

備え～医療的ケアのある子を守

るために～」 

吉田 ・ 神奈川県小田原保健福祉事務所 2019/6/19 

15 R１ 平塚保健福祉事務所                     

令和元年母子保健支援者研修

「災害時の母子保健について～

平時の準備や災害時の対応につ

いて考える」 

吉田 ・ 平塚保健福祉事務所 2019/8/2 

16 R１ 神奈川県助産師会 「災害時の

妊産婦・母子支援の実態」 

吉田 ・ 神奈川県助産師会 2020/2/27 
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【その他の貢献】 

 年度 事業名等 担当教員 主催・備考（内容）等 

1 R３ 市町村の糖尿病重症化予防施策

立案に向けた保健医療デー分析

受託業務 

渡邊 

黒河 

伊藤 

・ 県内市町村国保の糖尿病に特化した保健医療データを集積・分析し、そ

の結果を地域の特徴が分かるように加工して、県内市町村などに提供 す

ることで 、市町村 の 効果的な 糖尿病重症化予防の取組の推進について

支援することを目的して実施する。 

2 R３ ヘルスケア・ニューフロンティ

ア検討会への参加 

鄭 

渡邊 

・ 平成26年から実施してきたヘルスケア・ニューフロンティアの施策とし

て取り組んだ事業を整理、評価し、現時点での課題を抽出することを目

的として実施される検討会に構成員として参加。 

・ また、県の事業整理・評価スキームについてアドバイスを実施。 

3 R３ 

～５ 

神奈川県生活習慣対策委員会委

員 

津野 ・ 生活習慣病に関する調査及び研究、知識の普及啓発を担う。 

4 R３ 

～５ 

神奈川県かながわ健康プラン21 

目標評価部会 委員 

津野 ・ かながわ健康プラン 21 の改定及び目標の評価に関する専門的、技術的事

項についての検討を行う。 

5 R２ 

～ 

専門職人材の派遣要請への対応 徳野 

中村 

中原 

吉田 

渡邊 

・ 搬送調整業務、陽性者発生時の施設調査等 

・ 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部、県内保健福祉事務所へ派

遣 
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 年度 事業名等 担当教員 主催・備考（内容）等 

6 R２ 

～ 

JST社会還元加速プログラム

（ＳＣＯＲＥ）大学推進型（拠

点都市環境整備型）事業を通じ

たイノベーションエコシステム

形成への貢献  

島岡 ・ 早稲田大学を主幹校とし、神奈川県立保健福祉大学、東京理科大学、東

京農工大学、多摩美術大学、三菱電機株式会社を共同機関とし、48の大

学や企業等を外部協力機関とするプラットフォーム（T−UNITE）が、J

ST社会還元加速プログラム（SCORE）大学推進型（拠点都市環境整備

型）に採択。本事業は、コロナ後の社会変革や社会課題解決に繋がる社

会的インパクトの大きいスタートアップが持続的に創出される体制の構

築を目的にしている。スタートアップ・エコシステム拠点都市の中核と

なる大学・機関企業等含 によるプラットフォームを形成することが期待

される。神奈川県立保健福祉大学は、ヘルスイノベーション研究科を中

心に参画。大学発ベンチャーの創出に尽力するとともに、川崎市や横浜

市との連携も推進しており、神奈川県のイノベーションエコシステム創

造に貢献。 

7 R２ 

～ 

神奈川県鎌倉保健福祉事務所 

令和2年度DHEAT研修事業 

徳野 

吉田 

・ 研修事業の内容検討 

8 R２ 

～ 

神奈川県公衆衛生協会 

企画・学術部会委員 

吉田 ・ 学術集会ならびに学会誌の企画編纂 

9 R２ 

～４ 

神奈川県立循環器呼吸器病セン 

ター 研究倫理審査委員会委員 

津野 ・ 神奈川県立循環器呼吸器病センターで実施する臨床研究について、倫理

的観点及び科学的観点から、中立的かつ公正な審査を実施する。 

10 R２ 

～５ 

神奈川県立循環器呼吸器病セン 

ター 倫理委員会委員 

津野 ・ 神奈川県立循環器呼吸器病センターで提供される医療が、倫理的配慮の

もとに行われ、患者等の人権や生命の擁護に寄与するものであることを

審議する。 
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 年度 事業名等 担当教員 主催・備考（内容）等 

11 H30 

～ 

神奈川県未病アンバサダー事業

アドバイザー 

吉田 ・ 神奈川県政策局 いのち・未来戦略本部室最先端医療産業グループ 

12 H29 

～ 

神奈川ME-BYOリビングラボ

専門委員 

大谷 

鄭 

成松 

吉田 

中村 

・ 神奈川県政策局 いのち・未来戦略本部室最先端医療産業グループ 

・ ME-BYOリビングラボの各プロジェクトに専門的見地から審査や助言 

13 H28 

～ 

神奈川県生活習慣病対策委員会 

がん・循環器病対策部会 

成松 ・ 神奈川県の生活習慣病対策に専門的見地から助言 

14 H27 

～ 

ME-BYO BRAND認定審査委

員 

吉田 ・ 神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室未病産業グ

ループ 

・ 未病の見える化や改善につながる優れた商品・サービスの認定 

15 H27 

～ 

神奈川県生活習慣病対策委員会 成松 ・ 神奈川県の生活習慣病対策に専門的見地から助言 

16 R２ 花王「女性未病実態全国調査2

020（仮）」調査監修 

吉田 ・ 神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室未病産業グ

ループ 

・ 女性に対して未病・生理に関する調査 

17 R２ 公益社団法人かながわ福祉サー

ビス振興会 かながわ福祉ビジ

ョン策定委員会委員 

島岡 ・ 「2040 かながわ福祉ビジョン=私たちが目指す将来の福祉サービスと地

域社会の姿」の策定 

 

  



 

13 

 

 年度 事業名等 担当教員 主催・備考（内容）等 

18 R２ 神奈川県と花王の協定による神

奈川県女性における未病改善の

調査ならびに啓発事業 

吉田 ・ 神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室未病産業グ

ループ 

19 R２ かながわ健康プラン21目標評

価ワーキングチーム構成員 

渡邊 ・ 神奈川県の健康増進計画である「かながわ健康プラン21」の目標達成状

況等について、取りまとめられた結果を踏まえて検討・評価した。 

20 R１ 神奈川県予防医学協会 健康・

未病 学教材（高校生用副教

材）医療監修 

吉田 ・ 「健康・未病」学習教材（高校生用副教材）ならびに別冊：解説書（監

修：玉井拙夫、大谷泰夫、鈴木 寛）における医療監修 

21 R１ 神奈川県平塚保健福祉事務所 

妊娠期から産後までの切れ目な

い支援ならびに児童虐待防止事

業アドバイザー 

吉田 ・ 神奈川県平塚保健福祉事務所 

・ ハイリスク妊婦症例検討と分析、統計学的解析 

 

 

 


