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渡邊 亮（ヘルスイノベーション研究科） 
 
2 学術論文 

1) Saito, Y., Nakamura, S., Tanaka, A., Watanabe, R., Narimatsu, H., & Chung, U.： 
Checking the validity and reliability of the Japanese version of the Mini-Cog 
using a smartphone application. BMC Research Notes. 15(1): 222-222. 

2) Egashira, Y., Watanabe, R., Yoshida, H., Chung, U., Nishiumi, N., & Yoo, B. K. (2022). 
Collaboration between prefectural university and prefectural government during COVID-
19. Nihon Koshu Eisei Zasshi . doi: 10.11236/jph.22-039. 

3) Saito, Y., Nakamura, S., Tanaka, A., Watanabe, R., Narimatsu, H., & Chung, U. (2022). 
Evaluation of the validity and reliability of the 10-meter walk test using a 
smartphone application among Japanese older adults. Frontiers in sports and 
active living. 4:904924. doi: 10.3389/fspor.2022.904924.. 

4) 阪口 博政, 渡邊 亮, 荒井 耕. (2022). 「医療機関の経営企画部門の機能に関する調

査分析—DPC/PDPS 病院へのアンケート調査から」『医療と社会』32(1): 109-121. 
5) 渡邊 亮, 佐藤 大介, & 西﨑 祐史. (2022). 「オンライン診療の導入・運用に係る生産性・

採算性の検討」『医療情報学』 42 (Suppl.): 1415-1420. 
 
 
3 その他の著作 

1) 渡邊 亮, 佐々木 杏子, 駿藤 晶子, 石井 忍, 藤田 峰子, ⾧山 洋史, 城川 美佳, 黒木 
利恵, 松永 早苗. (2022). 「神奈川県立保健福祉大学における新型コロナウイルス感染

症への対応と今後の展望：文献調査に基づく本学の対応の全体像」『「ウィズコロナの社

会における保健・医療・福祉のあり方に関する総合的研究」報告書』  
2) 渡邊 亮, 佐々木 杏子, 駿藤 晶子, 石井 忍, 藤田 峰子, ⾧山 洋史, 城川 美佳, 黒木 

利恵, 松永 早苗. (2022). 「神奈川県立保健福祉大学における新型コロナウイルス感染

症への対応と今後の展望：総括と提案」『「ウィズコロナの社会における保健・医療・福

祉のあり方に関する総合的研究」報告書』  
3) 松永 早苗, 黒木 利恵, 佐々木 杏子, 駿藤 晶子, 石井 忍, 藤田 峰子, ⾧山 洋史, 城川 

美佳, 渡邊 亮. (2022). 「新型コロナウイルス感染症に対する国・神奈川県の対応と社

会情勢」『「ウィズコロナの社会における保健・医療・福祉のあり方に関する総合的研

究」報告書』  
4) 藤田 峰子, 駿藤 晶子, ⾧山 洋史, 佐々木 杏子, 石井 忍, 城川 美佳, 黒木 利恵, 松永 

早苗, 渡邊 亮. (2022). 「新型コロナウイルス感染症流行下における教員の教育・研究

活動への取り組みと生活習慣への影響について―アンケート調査による実態把握―」

『「ウィズコロナの社会における保健・医療・福祉のあり方に関する総合的研究」報告

書』  
5) 駿藤 晶子, 加藤 千穂, イスハク ハリム オクタウィジャヤ, 佐々木 杏子, 石井 忍, 藤

田 峰子, ⾧山 洋史, 城川 美佳, 黒木 利恵, 松永 早苗, 渡邊 亮. (2022). 「新型コロナ

ウイルス感染症が学生生活に及ぼす影響―アンケート調査による実態把握―」『「ウィズ

コロナの社会における保健・医療・福祉のあり方に関する総合的研究」報告書』  
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6) 城川 美佳, 佐々木 杏子, 駿藤 晶子, 石井 忍, 藤田 峰子, ⾧山 洋史, 黒木 利恵, 松永 
早苗, 渡邊 亮. (2022). 「新型コロナウイルス感染症パンデミックに対する本学教職員

の研究・社会貢献活動」『「ウィズコロナの社会における保健・医療・福祉のあり方に関

する総合的研究」報告書』  
 
4 学会，協会，公的団体の委員など 

1) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 科学技術調査員 
2) 一橋大学社会科学高等研究院 医療政策・経済研究センター 客員研究員 
3) 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 
4) 公衆衛生大学院プログラム校連絡会議 構成員 
5) 一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会 医療情報基本法推進プロジェ

クト委員会 委員 
6) 一般社団法人次世代基盤政策研究所 上席研究員 
7) 病院管理会計研究会 運営メンバー 
8) 日本医療・病院管理学会 生涯学習委員会 委員 
9) 神奈川県循環器病対策推進協議会 オブザーバー 

 
5 社会貢献 

1) 神奈川県自治体における市保健医療データ活用プロジェクトの実施（イノベーション政

策研究センター受託事業）（2022 年 1 月～12 月） 
2) 神奈川県内市町村協会けんぽ・国民健康保険データの集計・解析事業及び県・市町村・保

健所担当者向け研修会の実施（イノベーション政策研究センター受託事業）（2022 年 1
月～12 月） 

3) 未病指標の精緻化等に関する実証事業の実施（イノベーション政策研究センター受託事

業）（2022 年 1 月～12 月） 
4) 神奈川県における新型コロナウイルス感染症に係る予測モデルの開発（イノベーション

政策研究センター受託事業）（2022 年 1 月～12 月） 
5) 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（イノベーション政策研

究センター受託事業）（2022 年 1 月～12 月） 
6) 「レギュラトリーサイエンス公開講座」の開催企画・運営（2022 年 1 月～3 月） 
7) 一般財団法人日本チェロ協会 理事(2022 年 6 月～12 月) 
8) NPO 法人 Initiative for Social & Public Health 代表理事(2022 年 1 月～12 月) 

 
6 講演，放送  

1) 東京医科歯科大学医歯学総合研究科非常勤講師 
2) 埼玉県立大学非常勤講師 
3) 九州大学大学院医学系学府「医療経営学」講師 
4) 東京大学「経営のできる大学病院幹部養成プログラム」講師 
5) 神戸大学「課題解決型高度医療人材養成プログラム 実践的病院経営マネジメント人材

養成プラン」講師 
6) ⼀橋大学「HIAS Health 社会連携プログラム 第 3 回医療経済短期集中コース」チュー
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ター 
7) 日本赤十字看護大学「看護管理学特講」非常勤講師 
8) 神奈川県立保健福祉大学「学長プロジェクト」『2022 年度研究発表会』座長・報告者 

 
7 学会等での活動  

1) 渡邊 亮. (2023). 「神奈川県の保健医療におけるデータ利活用の現状と課題について」

医療情報みらい会議第 2 回合同会議, 宮古市, 2022 年 6 月.  
2) 第 42 回医療情報学連合大会第 23 回日本医療情報学会学術大会）, 実行委員, 札幌市, 

2022 年 11 月. 
3) 第 42 回医療情報学連合大会（第 23 回日本医療情報学会学術大会）, 座長, 札幌市, 

2022 年 11 月. 
4) 渡邊 亮, 佐藤 大介, 西﨑 祐史.(2022). 「医療機関におけるオンライン診療の導入・運

用状況に関する考察(ポスター発表)」第 42 回医療情報学連合大会（第 23 回日本医療情

報学会学術大会), 札幌市, 2022 年 11 月. 
5) 渡邊 亮. (2023). 「健康・医療に関する二次データ活用の促進・効率化に向けたエコシ

ステム構築の検討」医療情報みらい会議第 3 回合同会議, 那覇市, 2023 年 2 月. 
 
8  学内教育活動 

1) 健康・医療政策（ヘルスイノベーション研究科修士 1 年前期，科目責任者） 
2) ヘルスケア管理学（ヘルスイノベーション研究科修士 2 年前期，科目責任者） 
3) マーケティング・ストラテジー（ヘルスイノベーション研究科修士 1 年後期，科目責任

者） 
4) 未病社会のライフデザイン（ヘルスイノベーション研究科修士 1 年後期，科目責任者） 
5) パブリックヘルス・リーダシップ特講（ヘルスイノベーション研究科博士 1 年前期，科

目担当者） 
6) 世界の健康課題とイノベーション特講（ヘルスイノベーション研究科博士 1 年後期，科

目担当者） 
7) 演習基礎（ヘルスイノベーション研究科修士 1 年後期） 
8) 演習（ヘルスイノベーション研究科修士 2 年通期） 
9) ヘルスイノベーション研究科修士課程学生 指導教員 
10) ヘルスイノベーション研究科修士課程学生 指導補助教員 
11) ヘルスイノベーション研究科修士課程課題研究 主査 
12) ヘルスイノベーション研究科修士課程課題研究 副査 
13) 医療管理学（実践教育センター・感染管理認定看護師教育課程） 
14) 質管理Ⅲ：経営と質管理（実践教育センター・認定看護管理者教育課程サードレベル） 
15) 公衆衛生看護管理論Ⅱ（看護学科 4 年後期） 

 
9  学内各種委員会活動 

1) ヘルスイノベーション研究科 研究科長特別補佐 
2) ヘルスイノベーション研究科 教務・学生委員会委員 
3) ヘルスイノベーション研究科 企画委員会委員 
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4) 地域貢献研究センター地域貢献部門 委員 
5) イノベーション政策研究センター プロジェクト担当（研究員兼担） 
6) 学長特別プロジェクト委員（2022 年 1 月～3 月） 
7) 20 周年記念事業企画ワーキンググループ委員（2022 年 1 月～12 月） 

 
10 科学研究費補助金，その他の補助金などの受託 

1) 「医薬品・医療機器の費用対効果評価における NDB の活用可能性の検証」日本学術

振興会: 基盤研究(Ｃ). 研究期間: 2017 年 4 月-2023 年 3 月. 代表者: 渡邊亮. 
2) 「高感度トロポニンＴを用いた 0-1hr アルゴリズムの導入医療費の削減効果の検討」日

本学術振興会: 基盤研究(Ｃ). 研究期間: 2018 年 4 月-2023 年 3 月. 代表者: 井上健司. 
3) 「公的資金が投入されている医療の公共性と公共財としての在り方に関する研究」日本

学術振興会: 基盤研究（B). 研究期間: 2020 年 4 月-2023 年 3 月. 代表者: 小林大介. 
4) 「急性期病院におけるフレイルおよび高齢者の総合的アセスメントに関する研究」日本

学術振興会: 基盤研究（C). 研究期間: 2019 年 4 月-2023 年 3 月. 代表者: 大西丈二. 
5) 「携帯電話関連技術を用いた感染症対策に関する包括的検討」社会技術研究開発センタ

ー: 科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログ

ラム. 研究期間 2020 年 9 月-2023 年 8 月. 代表者: 米村滋人. 
6) 「地域の合意形成を加速化させるデジタルトランスフォーメーションの実現のための研

究（課題番号：２１ＣＡ２０１６）」令和 3 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚

生労働科学特別研究事業）. 研究期間 2021 年 8 月-2022 年 3 月. 代表者:佐藤大介. 
7) 「医療機関の生産性向上に資する医療サービス品質指標の開発」一般社団法人日本医療

経営実践協会 第５回（2022 年度）「医療経営に関する研究助成」. 研究機関 2022 年 6
月-2023 年 5 月. 代表者:渡邊亮. 

 


