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自主研究事業 

＜医療政策研究会（Ⅱ＞ 

 秋元 秀俊 編集ジャーナリスト (有)秋編集事務所代表取締役 

◎ 神谷 惠子 弁護士 神谷法律事務所 

 佐々木昌弘   厚生労働省 

 竹下  啓 医師 青山学院大学教育人間科学部教授 

 中島  勧 医師 東京大学医学部附属病院医療安全対策センター長  

 長谷川幸子 一般社団法人 日本脳損傷者ケアリング・コミュ二ティ学会 理事  

  渡邊 両治   東京都済生会中央病院 クリニカルクオリティセンター 

                    医療安全対策室 クオリティマネジャー  

 

        ＜資本主義の教養学―人間の生存と資本主義経済との関わりについての包括的研究＞ 

渋沢 健     シブサワ・アンド・カンパニー代表取締役、コモンズ投信取締役会長 他 

太田 博樹    北里大学医学部准教授 

黒田 由貴子   ピープル・フォーカス・コンサルティング取締役、丸紅取締役  

小泉 英明    日立製作所役員待遇フェロー、（公社）日本工学アカデミー副会長 他 

田中 一弘    一橋大学大学院商学研究科教授 

中島 隆博    東京大学東洋文化研究所教授 

◎ 堀内 勉     特定非営利活動法人アイ・エス・エル理事、青山学院大学大学院客員教授  

 

＜生存科学と教育研究会＞ 

安梅 勅江    筑波大学人間総合科学研究科教授 

岡ノ谷 一夫  東京大学総合文化研究科教授 

◎ 小泉 英明      生存科学研究所理事・日本工学アカデミー副会長・ 

日立製作所役員待遇フェロー 

多賀 厳太郎  東京大学教育学研究科教授 

安井  正人      慶応義塾大学医学部薬理学研究科教授 

 

＜健康価値創造研究会＞ 

阿岸 裕幸      健康保養地医学研究所・代表理事  

稲葉 裕     救世軍清瀬病院・医師 

角田 透     杏林大学・医学部教授 



金子 哲也    杏林大学・保健学部教授 

香山 不二雄  自治医科大学・医学部教授 

朴峠 周子    人間総合科学大学・人間科学部助教 

福田 洋     順天堂大学・医学部准教授 

◎ 森本 兼曩     (一財) 産業医学研究財団・常務理事 

和田 裕雄    順天堂大学・医学部准教授 

 

＜ライフイノベーションの展開に伴う倫理的・法的・社会的検討＞ 

アッセマ庸代   南山大学心理人間学科准教授 

大林 雅之   東洋英和女学院大学人間科学研究科教授 

◎ 河原 直人   九州大学病院 臨床研究推進部門特任講師 

高木 美也子    日本大学総合科学研究所教授 

瀧本 禎之      東京大学医学系研究科准教授 

松田 正巳      東京家政学院大学 

村岡 潔        佛教大学社会福祉学部 社会福祉学科 教授 

森下 直貴      浜松医科大学    他若干名参加予定。 

 

＜対人支援職者の倫理的行動と倫理観の構造＞ 

北川 裕美子    香川短期大学子ども学科第ⅠⅠⅠ部講師 

小林 妙子      四条畷大学看護学部看護学科 助教 

橘 達枝        川崎市立看護短期大学 准教授 

福永 ひとみ    川崎市立看護短期大学准教授 

朴峠 周子      人間総合科学大学人間科学部 助教 

◎ 吉田 浩子    人間総合科学大学保健医療学部看護学科教授 

                        

 ＜沖縄と日本の比較の視点から社会とｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇを考える研究会＞ 

浅香 怜子     民俗芸能研究会 

安藤 由美     琉球大学法文学部 教授 

加藤 潤三     琉球大学法文学部 准教授 

佐々木 敏      東京大学大学院医学系研究科教授 

高田 勝       進化生物学研究所  沖縄こどもの国 施設長 

◎ 等々力 英美   琉球大学 熱帯生物圏研究センター 薬学博士 

藤原 成一   元日本大学藝術学部教授 

丸井 英二   人間総合科学大学人間科学部教授 

水野 正一   国立がん研究センター東病院 臨床開発センター 免疫療法開発分野 



真鍋 和子   児童文学作家 日本児童文学者協会評議員 

 

    ＜少子高齢化時代の都市型災害対策；Health・Coexistence・Well-being を意識した社会基盤シ

ステムの検討＞ 

荒井 雄太   順天堂大学医学部 6年 

有賀 平    あいおいニッセイ同和損保企業商品部 課長 

飯沼 清    堅川中学校支援地域協会 会長 

乾  啓洋   順天堂大学医学部総合診療科 准教授 

大槻 公一   京都産業大学鳥インフルエンザ研究センター センター長 

小澤 明日香  順天堂大学医学部５年 

沖山 雅彦   株式会社日立物流リスクマネジメント部 部長 

栗原 卯田子  成城中学校・成城高等学校 校長 

斉藤 敦    任意団体 小平いたわりの会 代表 

佐伯 潤    大阪府立大学生命環境科学研究科 客員研究員 

佐々木 宏之  東北大学災害科学国際研究所 助教 

佐藤 健    東北大学災害科学国際研究所 教授 

土屋 勝    成城避難所連絡協議会 会長 

土屋 陽子   順天堂大学保健看護学部 講師 

◎ 坪内 暁子   順天堂大学大学院医学研究科研究基盤センター分室、助教 

内藤 俊夫   順天堂大学医学部総合診療科 教授 

仲田 悦教   株式会社 山手情報処理センター 主任 

広瀬 岳平   新宿区榎町特別出張所 所長 

藤本 順介   ふじもと動物病院 院長    

柳澤 吉則   ＮＰＯ法人千葉まちづくりサポートセンター 運営委員 

 

＜老人観の転換による持続可能社会の展望 

～比較的元気な老人による同世代・多世代への積極的関与～＞ 

大林 雅之   東洋英和学院大学 教授 

松田 正巳   東京家政学院大学 教授 

◎ 森下 直貴   浜松医科大学   教授 

 

＜健康の社会的決定要因としてのソーシャルキャピタル研究会＞ 

相田 潤     東北大学大学院歯学研究科 国際歯科保健学分野  

芦田 登代    東京大学大学院経済学研究科 特任研究員 

◎ 稲葉 陽二    日本大学法学部政治経済学科・教授 

白井 こころ   琉球大学法文学部准教授 



高倉 実     琉球大学医学部保健学科教授 

谷原 真一   帝京大学大学院 公衆衛生学研究科教授 

等々力 英美  琉球大学 熱帯生物圏研究センター 薬学博士 

  藤原 佳典    東京都健康長寿医療センター研究所研究部長 

 

＜子ども期の貧困や逆境体験と認知症及び要介護リスクに関するライフコース研究：予防政策の

提言へ向けて＞ 

相田 潤    東北大学国際歯科保健学分野准教授 

大平 哲也   福島県立医科大学医学部疫学講座教授 

近藤 克則   千葉大学予防医学センター教授 

近藤 尚己   東京大学大学院医学系研究科准教授 

白井 こころ  琉球大学法文学部准教授 

◎ 藤原 武男   東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野教授 

         村山 浩史   東京大学 

        木津喜 雅    東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野講師 

           森田 彩子  東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野助教 

         伊角 彩    東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野研究員 

        土井 理美   東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野研究員 

        加藤 承彦    国立成育医療研究センター社会医学研究部 室長 

        越智 真奈美    国立成育医療研究センター社会医学研究部 研究員 

        三瓶 舞紀子    国立成育医療研究センター社会医学研究部 研究員 

        臼田 謙太郎  国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神保健計画研究部 

                科研費研究員 

        馬場 幸子   大阪大学 医学科国際交流センター 特任助教 

        舟越 優    国立感染症研究所 感染症疫学センター 非常勤職員 

        福屋 吉史   東京都立小児総合医療センター 医師 

        柳 奈津代   千葉大学大学院医学薬学府 

 

助成事業 

（１）心臓および心臓病に関する研究 

＜疾患変異 2 型リアノジン受容体の不整脈発生機構の解明＞ 
村山 尚     順天堂大学医学部薬理学講座   

＜心室筋細胞内マグネシウム濃度調節の分子機構＞ 

  田代 倫子  東京医科大学細胞生理学分野 講師  

＜心肥大時における死細胞貪食の役割解明＞ 

  仲矢 道雄  九州大学 大学院薬学研究院 薬効安全性学分野 准教授 

（２）認知症医療・介護における心理社会的研究） 

＜認知症高齢者のウェルビーイング＞ 

 井藤 佳恵    都立松沢病院医師  

＜認知症本人による認知機能障害・生活機能障害・行動心理症状についての自覚的体験内容と



受診ニーズの特徴＞ 

 扇澤 史子    東京都健康長寿医療センター精神科 臨床心理士  

＜包括的高齢者ケア技術の分析および教育方法とその効果に関する研究＞ 

 本田美和子  国立病院機構東京医療センター  

＜認知症医療・介護の心理・社会的研究 認知症ケアの限界を越える研究＞ 

 上野  秀樹    千葉大学医学部付属病院地域医療連携部 特任准教授 

（３）その他 

＜研究者倫理教育の研究、実践を通しグローバルな研究者倫理を啓発する＞ 

  市川 家國  公正研究推進協会  副代表 

＜遺伝子治療関連分野の市民公開フォーラム＞ 

 大橋 十也  東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター教授  

＜津波防災シンポジウム 2016 の開催＞ 

  森の防潮堤協会 


