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財 団 法 人 健 康 管 理 事 業 団  研 究 助 成 交 付 一 覧 

（※平成 12年までは協栄生命事業団、平成 13 年より健康管理事業団が実施） 

 

タイトルと代表者のみ記載 

第 1 回（昭和 59 年度） 

循環器疾患を予防するための生活のあり方に関する病理学的研究 小西 正光 

我が国の疾病・死亡構造、ならびに医療の変遷を踏まえた、循環器疾患管

理システムに関する研究 

内藤 雅子 

広域町村健康管理システムに関する研究 鈴木 一夫 

循環器疾患の予防における栄養の役割に関する基礎的研究 柴田 茂男 

北九州における高血圧の実態と循環器疾患予防に関する疫学的・臨床病理

学的研究 

竹下 司恭 

第 2 回（昭和 60 年度） 

長期観察固定集団における虚血性心疾患の疫学的研究 児玉 和紀 

自動化健診データを用いた心筋梗塞の一次予防を目的とする集団的指導法

の開発 

日野原茂雄 

市町村における老人保健事業（健康相談、健康教育、健康診査、訪問事業、

機能訓練）の効率的運用に関する研究 

柳川   洋 

世代別栄養摂取の近年の変遷と循環器疾患の関連に関する研究 関 龍太郎 

第 3 回（昭和 61 年度） 

虚血性心疾患発生に関する心理・社会的ストレスの影響について 山澤 育宏 

日本人における虚血性心疾患、脳卒中、肝癌等主要成人病の危険因子の重

みづけと一次予防・二次予防への応用 

草野 史朗 

長期の環境変化が成人循環器疾患に及ぼす影響とその未来予測についての

疫学的研究 

嶋本   喬 

第 4 回（昭和 62 年度） 

本態性高血圧臨床例 2,164 例の 30 年追跡調査研究 富永 忠弘 

脳卒中発症者の登録及び予後調査にもとづく循環器総合検診の評価に関す

る研究 
大村外志隆 

地域におけるレコードリンケージ法による循環器管理情報システムの費用

－便益分析 
鏡森 定信 

魚介類摂取の循環器疾患予防への影響に関する研究 飯田 恭子 

地域住民に対する健康管理の一環としての長期減塩教育の試み 安田 寿一 
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第 5 回（昭和 63 年度） 

レザーカードの利用による個人検診データベースの構築と個人データ分布

に基づく健康評価の研究 

原 正一郎 

地域集団における血圧情報処理とその健康管理への応用 吉永   馨 

集団検診時の血圧と 24 時間血圧との関連より見た検診時血圧の意義 馬場 俊六 

高知県野市町における循環器検診非受診群の実態調査 谷垣 正人 

第 6 回（平成元年度） 

総合検診における運動指導のためのコンピュータプログラムの開発 武藤志真子 

農村婦人における皮下脂肪の分布と栄養及び病態との関連 矢ケ崎信子 

九州の一農村におけるエネルギー消費・栄養摂取・危険因子の関連性に関

する研究 

橋本 隆一 

循環器疾患の一次予防並びに二次予防のための運動療法教室と栄養指導の

効果的な結合に関する研究 

神奈木俊子 

第 7 回（平成 2 年度） 

大都市における脳卒中登録とそれを活用したケア・システムの開発 小西 正光 

持続的な運動習慣の成人病予防効果に関する疫学的研究 永井 正規 

中高年男子の職業ストレスの分布と循環器疾患の関連に関する研究 上畑鉄之丞 

循環器系疾患の若年化現象に関する研究 宇佐見隆廣 

第 8 回（平成 3 年度） 

糖代謝異常における病態分類と循環器合併症に関する研究 河口 明人 

高血圧・虚血性心疾患の発症要因に関する栄養疫学的海外共同研究 伊藤 和枝 

地域における脳卒中の有病状況の把握と、生活機能障害に対する機能訓練

に関する研究 

小澤 秀樹 

第 9 回（平成 4 年度） 

高血圧症の予防・管理における血圧の食塩感受性の意義について、特にス

トレスとの関係 

藤田 敏郎 

身体活動量の把握ならびに健診への導入に関する研究 内藤 義彦 

脳卒中の三次予防に関する研究 

脳卒中患者の ADL および QOL の改善に影響を及ぼす要因の解析 

荒木 俊一 

冠危険因子に及ぼすライフスタイルの影響 

特に運動習慣に着目して 

和泉   徹 

コホート現象を踏まえた循環器疾患管理に関する研究 内藤 雅子 
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第10回（平成5年度） 

飲酒と高血圧に関する疫学研究 上島 弘嗣 

高血圧症進展の予測因子としての高インスリン血症の意義 野村 岳而 

小児期における循環器疾患のリスクファクターに関する日米合同研究 田中 平三 

第11回（平成6年度） 

体脂肪蓄積過剰、体脂肪分布異常と心管疾患危険因子および高インスリン血症の

関連に関する疫学的検討 

田中 繁道 

総合健診における、動脈硬化評価法としての頸動脈超音波スクリーニング法の確

立に関する研究 

工藤 一彦 

某町における健康管理情報の疫学的利用方法の開発に関する研究 川口  毅 

高血圧患者における実践的食事指導の効果についての研究 葭川 明義 

第12回（平成7年度） 

栄養素摂取と血圧に関する国際共同研究（INTERMAP）：標準食品成分表のデータ

ベース作成 

上島 弘嗣 

体力水準の成人病発症に及ぼす影響に関する研究 中村 好一 

都市部交通従事員における突然死の実態と今後の予防対策について 笠井みさ子 

第13回（平成8年度） 

広島・長崎の固定集団における下肢閉塞性硬化症有病率についての疫学調査 児玉 和紀 

余暇の身体活動と労働による身体活動の差異と循環器疾患リスクファクター 山口 百子 

循環器疾患発症に関する背景因子の検討：一般地域住民と循環器疾患発症者の総

合健診成績に基づく検討 

渡嘉敷 崇 

第14回（平成9年度） 

健康診断データによる生命予後予測について 富田真佐子 

地域社会における生活習慣推進プロジェクト 南部 征喜 

循環器疾患・がん予防のための喫煙習慣への介入効果に関する研究 岡山  明 

第15回（平成10年度） 

職域大規模集団における健診成績のデータベース化とバイオマテリアル長期保存

による生活習慣 

豊嶋 英明 

共に生きる時代の地域脳卒中対策「脳卒中情報の一元化とその活用について」 小林美智子 

健診時血圧高値例に対する血圧と臓器障害進展に関する検討：いわゆる白衣高血

圧の頻度、および心臓と腎臓合併症進展におよぼす24時間血圧、肥満、脂質／糖

代謝、線凝固系の意義 

久代登志男 
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第16回（平成11年度） 

動脈硬化症の新しい危険因子の疫学研究 足達  寿 

遠隔医療の活用による個人の特性に合わせた生活改善プログラムの開発 上嶋 健治 

死亡量補正心電位による左室肥大自動判定法の開発と予防医学的応用 水嶋 春朔 

第17回（平成12年度） 

青年期におけるライフスタイルと生活習慣病リスクファクター発現の関連 有田 幹雄 

濾紙法によるわが国の塩類及び蛋白質摂取状況調査と血圧値との関連 竹森 幸一 

糖-脂質代謝異常の病態解析と高インスリン血症の臨床診断基準化に関する研究 河口 明人 

職業性ストレスが及ぼす健康影響と対処行動との関係について 豊増 功次 

青年期におけるライフスタイルと生活習慣病リスクファクター発現の関連 有田 幹雄 

第18回（平成13年度） 

本邦におけるインターベンション時代の急性心筋梗塞症の検討（多施設共同、前

向きコホート研究） 

内田 毅彦 

心房細動患者における心室性不整脈の診断・治療と管理 樗木 晶子 

HDLコレステロールと循環器疾患との関連について 西本 良博 

本邦におけるインターベンション時代の急性心筋梗塞症の検討（多施設共同、前

向きコホート研究） 

内田 毅彦 

第19回（平成14年度） 

人間ドック受診者の追跡調査 井関 邦敏 

高血圧治療ガイドライン（2000年版）による新しい血圧分類と循環器疾患発症と

の関連についての追跡調査研究 

今野 弘規 

生活習慣修正指導の酸化的ストレスに対する効果と日常生活活動量の関与について  太田 雅規 

人間ドック受診者の追跡調査 井関 邦敏 

第20回（平成15年度） 

虚血性心疾患の一次・二次予防を同時目的としたFamily-based interventionの

ための基礎的研究 

遠藤 晶子 

地域30歳以上の悉皆調査に基づく生活習慣病と健康関連QOLとの関連 斉藤  功 

肥満者における心血管系疾患発症の過剰リスクを説明する新しい軸 －レプチン

と炎症反応の直接的関連－ 

八谷  寛 

第21回（平成16年度） 

一般住民の心血管疾患リスク評価における降圧因子アドレノメデュリンの 

血中濃度測定の意義 

加藤 丈司 

疫学研究のための心電図自動判定の信頼性の向上に関する研究 豊嶋 英明 

高齢軽症高血圧男性を対象とした遺伝子診断を用いた参加型健康教室の 

実践 

東 あかね 
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第22回（平成17年度） 

生活習慣病予防プログラムの経済的評価 武藤 孝司 

日本人の心・血管疾患発症における内臓脂肪蓄積型肥満の関与に関する疫学的研究  斎藤 重幸 

気象と循環器系救急疾患発生との関連性に関する調査 大重 賢治 

第23回（平成18年度） 

 中高年を対象とした糖尿病の長期発症予防に関する無作為割り付け研究 坂田 清美 

  高血圧患者におけるアンジオテンシン受容体拮抗薬あるいはカルシウム拮抗薬によ

る抗酸化作用及び血管内皮機能に関する研究 

廣岡 良隆 

 メタボリックシンドロームの診断における適正な腹囲計測値の検討 木山 昌彦 

    動脈硬化性疾患の管理における骨粗鬆症評価の有用性に関する研究 

  ―大規模無作為抽出標本による10年間の追跡 

玉置 淳子 

第24回（平成19年度） 

   パラチノースによる生活習慣病予防効果の検証 家森 幸男 

   ベトナム社会主義共和国，ホーチミン市における糖尿病患者の血糖コントロール状況  横川 博英 

   地域における保健指導がメタボリックシンドロームに及ぼす短期的・長期的効果 李    廷秀 

   パラチノースによる生活習慣病予防効果の検証 家森 幸男 

第25回（平成20年度） 

   口腔衛生状態と脳梗塞発症との関連 －症例対象研究のデザイン及び中間報告  小倉 正恒 

   慢性腎臓病非合併日本人男性における血清シスタチン Cと大血管機能障害の関連の検討   冨山 博史 

  糖尿病予防の長期介入研究 

    －実践支援型教材を用いた保健指導者による6ヶ月間の介入効果について－ 

岡山  明 

第26回（平成21年度） 

Ghrelin（グレリン）とインスリン抵抗性および HDL コレステロールとの関連について  

― 大規模一般住民検診による疫学的検討 － 

南條 泰輝 

 病院外心停止発生直前の活動状況と環境要因の心停止発生に与える影響に関する研究  西山 知佳 

 メタボリックシンドロームの中心要因に関する横断研究 大家 理恵 

第27回（平成22年度） 

 ポピュレーションアプローチを用いた健診受診率向上方策の開発と地域住民の 

 循環器疾患危険因子に同時に与える効果の検討 

田中太一郎 

 慢性腎臓病発症予測因子の検討：健康診断データベースから見た生活習慣病の関わり 保野 慎二 

 糖尿病患者における血糖自己評価を含めた血糖コントロールの関連要因の検討 齋藤 智子 

第28回（平成23年度） 

 心血管病再発予防のための疾病管理：回復期～維持期心臓リハビリテーションの有効性  東條美奈子 

 地域住民におけるNT-proBNPのレベルが心血管病の発症リスクに及ぼす影響 土井 康文 

 慢性心疾患患者の重症化予防を目的とした心理社会的支援プログラムの構築 眞茅みゆき 
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第29回（平成24年度） 

高齢への入口時点におけるその後の高齢期のwell-beingの決定要因： 

age-specific cohortにおける多面的検討 

川村  孝 

 肥満度と2型糖尿病発症のUシェイプの関連の解明 辰巳友佳子 

 日本の都心の循環器専門病院を通してみる日本人心房細動患者の疫学的課題の把握 鈴木 信也 

 


