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2022_05 

SHI・CIP におけるコロナ関連の研究等活動（令和元年度以降） 

【研究プロジェクト】【授業・公開講座関連】【取材・記事執筆等】【その他の活動】 

【研究プロジェクト】 

 年度 研究課題名 研究代表者 SHI 内研

究分担者 

スポンサー 概要・成果発表 

１ R３ Japan's Slow 

Response to 

Improve Access to 

Inpatient Care for 

COVID-19 

Patients. 

中原 － 科研費

（18K09967） 

厚生労働科研 

（19LA2003） 

【概要】 

・ 我が国で新型コロナウイルス感染患者に対する病床確保が遅れ

た理由について、我が国独特の医療提供体制が重要な要因では

ないかという論考。 

【成果発表】 

・ Nakahara S, Inada H, Ichikawa M, et al. Japan's Slow Response 

to Improve Access to Inpatient Care for COVID-19 Patients. 

Front Public Health 2022;9:791182. 

２ 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 

【概要】 

・ SHI と神奈川県立病院機構の連携事業 

・ 神奈川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

トレスとコロナウイ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。 
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 年度 研究課題名 研究代表者 SHI 内研

究分担者 

スポンサー 概要・成果発表 

３ 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

（CIP） 

【概要】 

・ 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。 

４ R３ （和文）公共経済

疫学とパンデミッ

ク対策の価値に基

づく評価について

の国際共同研究―

COVID19 からの

将来のパンデミッ

ク危機に向けての

教訓についての価

値に基づく研究 

（英文）

International Joint 

Study on Public 

Health Economics 

大西 渡邊先生

がアジア

チームの

一員とし

て参加。 

 

日立財団 【概要】 

・ 研究計画を立てるに至った問題意識 

COVID-19 のパンデミックがもたらした社会的インパクト

は、広汎なものとなった。結果として、パンデミックへの恐怖

が世界を驚愕させたが、まだ出口は不透明なままである。 

一方で、世界が経験した最大の問題は科学と政策の溝であり、

WHO も例外ではないと言えるだろう。我が国においても政府

の専門家会議には、ウイルスや公衆衛生、あるいは呼吸器臨床

専門家が招かれたが、その学術的アドバイスは、疫学予測モデ

ルなど古典的な枠にとどまり、実効的な医療と経済のバランス

をどう取るべきかへの知見を示すことができていない。また、

政府の分科会に招かれた経済学者は、医療関係者との間と「価

値に基づく医療」への価値基準に関する齟齬があるように見え、

コロナ対策に経済学的知識を深める政策を提言できていない。 
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and Value 

Assessment of 

Prevention in 

Pandemic – Lessons 

learned from 

COVID-19 and 

evidence-based 

recommendations 

for future crisis 

そこで今回の研究の目的として主に次の三項目を対象としたい。 

1. コロナパンデミックの教訓の検証 

2. 医療と経済のジレンマに対する「価値の齟齬を解消し、その

考え方に基づく」解決策の追求 

3. ウイズコロナへの社会の抵抗力を高め、来るべき「パンデミ

ック X」に備えの検討を進める。 

【成果発表】 

・ 2024 年の秋にシンポジウムを開催して公表する予定。 

５ R３ 

～ 

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

（２１ＣＡ２０１

６） 

千葉大学 渡邊 厚生労働行政

推進調査事業

費 

【概要】 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大もあり、「デジタルトラ

ンスフォーメーション」(合意形成において対面を原則とする考

え方を見直し、オンラインでの意思疎通を積極的に活用する気

運の醸成)が必要不可欠 

・ 本研究は、都道府県が地域医療構想や医療計画等に係る関係組

織・団体との議論を踏まえた合意形成を行うプロセスのデジタ

ルトランスフォーメーションを推進するための方法論を確立す

ることを目的として実施する。 
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 年度 研究課題名 研究代表者 SHI 内研

究分担者 

スポンサー 概要・成果発表 

６ 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 

成松 齋藤 

中村 

方 

KISTEC(先進

異分野融合プ

ロジェクト) 

【概要】 

・ 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. 

７  R２ 

～ 

新型コロナウイル

ス抗体保有者の生

活習慣や腸内環境

を解析する共同研

究 

成松 中村 

齋藤 

神奈川県、文

部科学省（新

学術領域） 

【概要】 

・ 株式会社メタジェン、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総

合研究所との共同研究。 

・ 新型コロナウイルス抗体検査で取得した同抗体保有者の健康状

態や腸内環境の特徴について、アンケート調査やメタジェン独

自の腸内環境評価手法駆使して、解析を行う。 

・ 新型コロナウイルスに抵抗性を持つ人の生活習慣や腸内環境の

特徴を明らかにし、新型コロナウイルス感染症の重症化予防の

ためのメカニズムの解明を目指す。 
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 年度 研究課題名 研究代表者 SHI 内研

究分担者 

スポンサー 概要・成果発表 

８ R２ 

～ 

新型コロナウイル

ス感染症に関わる

全国労働者オンラ

イン調査（The 

Employee Cohort 

Study in the 

Covid-19 

pandemic in 

Japan: E-COCO-

J） 

東京大学 津野 東京大学大学

院医学系研究

科精神保健学

分野運営費 

【概要】 

・ 全国の労働者約 1,500 名を対象としたインターネット縦断調

査。2020 年 3 月に初回調査、その第 2 回を 5 月、第 3 回を 8

月、第 4 回を 11 月、第 5 回を 2021 年 2 月、第 6 回を 3 月に

実施し、現在も追跡中。 

Web サイト：https://plaza.umin.ac.jp/heart/e-coco-j/ 

【成果発表】 

1) Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Kawakami N. Workplace 

responses to COVID-19 associated with mental health and 

work performance of employees in Japan. J Occup Health. 

2020 Jan;62(1):e12134. doi: 10.1002/1348-9585.12134.  

2) Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Kawakami N. Exposure to 

media and fear and worry about COVID-19. Psychiatry Clin 

Neurosci. 2020 Sep;74(9):501-502. doi: 10.1111/pcn.13095.  

3) Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Kawakami N. The deterioration 

of mental health among healthcare workers during the 

COVID-19 outbreak: A population-based cohort study of 

workers in Japan. Scand J Work Environ Health. 2020 Nov 

1;46(6):639-644. doi: 10.5271/sjweh.3922.  

4) Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Imamura K, Kawakami N. 

Deterioration in Mental Health Under Repeated COVID-19 

Outbreaks Greatest in the Less Educated: A Cohort Study of 

https://plaza.umin.ac.jp/heart/e-coco-j/
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Japanese Employees. J Epidemiol. 2021 Jan 5;31(1):93-96. 

doi: 10.2188/jea.JE20200499. 

5) Kawakami N, Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Imamura K. The 

Effects of Downloading a Government-Issued COVID-19 

Contact Tracing App on Psychological Distress During the 

Pandemic Among Employed Adults: Prospective Study. JMIR 

Ment Health. 2021 Jan 12;8(1):e23699. doi: 10.2196/23699.  

6) Sasaki N, Imamura K, Kataoka M, Kuroda R, Tsuno K, Sawada 

U, Asaoka H, Iida M, Kawakami N. COVID-19 measurements 

at the workplace in various industries and company sizes: a 2-

month follow-up cohort study of full-time employees in Japan. 

Environmental and Occupational Health Practices. 2021: 3: 

eohp.2020-0017-OA. 

・ 追跡期間 2 カ月の縦断データを用いて，新型コロナウイル

ス感染拡大防止対策実施状況において，大企業と中小企業

との差が縮まっていたことを明らかにした。 

7) Hidaka Y, Sasaki N, Imamura K, Tsuno K, Kuroda R, 

Kawakami N. Changes in fears and worries related to COVID-

19 during the pandemic among current employees in Japan: a 

5-month longitudinal study. Public Health. 2021; 198: 69-74. 

・ 追跡期間 5 カ月の縦断データを用いて，2020 年 3 月から

8 月にかけて新型コロナウイルス感染症に対する全般的な

恐怖や不安が増加していた一方，新型コロナウイルス感染

症に対する知識不足や衛生用品の不足感については緩和し

ていたことを明らかにした。 
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8) Sasaki N, Asaoka H, Kuroda R, Tsuno K, Imamura K, 

Kawakami N. Sustained poor mental health among healthcare 

workers in COVID-19 pandemic: a longitudinal analysis of the 

four-wave panel survey over eight months of employees in 

Japan. Journal of Occupational Health, 2021; 63: e12227. 

・ 追跡期間 8 カ月の縦断データを用いて，コロナ禍において

医療職の精神健康が継続して悪化していたことを明らかに

した。 

9) Asaoka H, Sasaki N, Imamura K, Kuroda R, Tsuno K, 

Kawakami N. Changes in COVID-19 measures in the 

workplace: 8-month follow-up in a cohort study of full-time 

employees in Japan. Journal of Occupational Health. 

2021;63(1):e12273. 

・ 追跡期間 8 カ月の縦断データを用いて，会社の COVID-19

感染拡大防止対策がどのように変化したのかを報告した。 

10) Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Imamura K, Kawakami N. 

Increased suicidal ideation in the COVID-19 pandemic: an 

employee cohort in Japan. BJPsych Open. 2021 Oct 

29;7(6):e199. doi: 10.1192/bjo.2021.1035. 

・ 追跡期間 5 カ月の縦断データを用いて、女性、若者、高学

歴の労働者で希死念慮の増加がみられたことを報告した。

希死念慮に寄与していたのは、若年怜、精神疾患の既往、

孤独であった。 

11) Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Imamura K, Kawakami N. 

Increased suicidal ideation in the COVID-19 pandemic: an 
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employee cohort in Japan. BJPsych Open. 2021 Oct 

29;7(6):e199. doi: 10.1192/bjo.2021.1035. 

12) Asaoka H, Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Kawakami N. 

Workplace Bullying and Patient Aggression Related to 

COVID-19 and its Association with Psychological Distress 

among Health Care Professionals during the COVID-19 

Pandemic in Japan. Tohoku J Exp Med. 2021;255(4):283-289. 

doi: 10.1620/tjem.255.283. 

13) Sasaki N, Imamura K, Kataoka M, Kuroda R, Tsuno K, Sawada 

U, Asaoka H, Iida M, Kawakami N. COVID-19 measurements 

at the workplace in various industries and company sizes: a 2-

month follow-up cohort study of full-time employees in Japan. 

Environmental and Occupational Health Practices. 2021: 3: 

eohp.2020-0017-OA. 
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 年度 研究課題名 研究代表者 SHI 内研

究分担者 

スポンサー 概要・成果発表 

９ R２ 

～ 

日本における

COVID-19 問題に

よる社会・健康格

差評価研究 (The 

Japan COVID-19 

and Society 

Internet Survey: 

JACSIS) 

大阪国際

がんセン

ター 

津野 JSPS 科研費

等 

【概要】 

・ 一般住民 28,000 人、妊産婦 8,000 人、ひとり親 1,000 人の計

30,000 人を対象にした縦断調査。2020 年 8～11 月にベースラ

イン調査実施、2021 年 2 月に追跡調査実施、現在も追跡中。 

【成果発表】 

1) Okubo R, Yoshioka T, Nakaya T, Hanibuchi T, Okano H, 

Ikezawa S, Tsuno K, Murayama H, Tabuchi T. Urbanization 

level and neighborhood deprivation, not COVID-19 case 

numbers by residence area, are associated with severe 

psychological distress and new-onset suicidal ideation during 

the COVID-19 pandemic. J Affect Disord. 2021 May 

15;287:89-95. doi: 10.1016/j.jad.2021.03.028.  

・ 居住地の COVID-19 の感染者数よりも、都市化レベルや

地域の剥奪指標がうつ・不安と新規希死念慮と関連してい

たことを明らかにした。 

2) Matsushima M, Tsuno K, Okawa S, Hori A, Tabuchi T. Trust 

and well-being of postpartum women during the COVID-19 

crisis: Depression and fear of COVID-19. SSM - Population 

Health. 2021; 15: 100903. 

・ 地域に対する高い一般的信頼は産褥婦のコロナ恐怖を緩和

させていたが、政府への信頼はメンタルヘルス指標ともコ

ロナ恐怖とも関連していなかったことを明らかにした。 
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3) Tsuno K, Okawa S, Matsushima M, Nishi D, Arakawa Y, 

Tabuchi T. The effect of social restrictions, loss of social 

support, and loss of maternal autonomy on postpartum 

depression in 1 to 12-months postpartum women during the 

COVID-19 pandemic. medRxiv 2021.10.21.21265354; doi: 

https://doi.org/10.1101/2021.10.21.21265354 

・ 産婦に対する社会制限やサポートの低下が、産後うつリス

クと関連していたことを明らかにした。 

4) Tsuno K, Tabuchi T. Risk factors for workplace bullying, 

severe psychological distress, and suicidal ideation during the 

COVID-19 pandemic: a nationwide internet survey for the 

general working population in Japan. medRxiv 

2021.11.18.21266501; doi: 

https://doi.org/10.1101/2021.11.18.21266501 

・ 在宅勤務を開始するとパワハラを受けるリスクが減る一方

で、長期の在宅勤務はメンタルヘルス不調をきたす可能性

があることを明らかにした。 

5) Ishimaru T, Tsuno K, Hori A, Okawara M, Yasuda Y, Fujino 

Y, Tabuchi T. Disrupted care during the COVID-19 state of 

emergency and productivity loss attributed to presenteeism in 

workers: a nationwide cross-sectional study. BMJ Open. 2021 

Dec 14;11(12):e050068. doi: 10.1136/bmjopen-2021-050068.  

  

https://doi.org/10.1101/2021.11.18.21266501
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 年度 研究課題名 研究代表者 
SHI 内研

究分担者 
スポンサー 概要・成果発表 

10 R２ 

～ 

高血圧患者におけ

るオンライン診療

の評価 

順天堂大

学 

渡邊 厚生労働科研 【概要】 

・ 物理的接触機会の削減において有効とされるオンライン診療

は、COVID-19 の感染拡大により、2020 年にその要件が大幅

に緩和された。 

・ しかし、オンライン診療による医療の質果に関する検証は限ら

れている。 

・ 本研究では、高血圧外来患者におけるオンライン診療の有用性

についてランダム化比較試験と検証を行うと共に、その医療経

済的側面について評価を行う。 

11 R２ 

～４ 

政策実装型研究開

発の要件に関する

研究 

黒河 

（CIP） 

－ 科学技術振興

機構 

【概要】 

・ 研究成果を政策に反映することを目的に掲げた研究開発の試み

が実際に政策当局によって認知され、受容（および拒絶）され

る過程を分析することを通じて、政策実装型研究開発が成功す

る要件について整理する。 

【成果発表】 

・ 黒河昭雄「政策実装型研究開発に求められる要件についての研

究」『年次学術大会講演要旨集』研究・イノベーション学会, 36, 

pp.180-185, 2021 年 10 月. 

・ 黒河昭雄「「科学技術イノベーション政策のための科学」 

研究開発プログラム 活動報告書（第 2 期）」科学技術振興機構

社会技術研究開発センター, 2020 年 12 月. 
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 年度 研究課題名 研究代表者 
SHI 内研

究分担者 
スポンサー 概要・成果発表 

12 R２ 

～６ 

専門家による政策

形成過程への関与

の動態に関する研

究 

黒河 

（CIP） 

－ 政策研究大学

院大学（R2）、 

ヘルスイノベ

ーション推進

研究費（R3）、

科研費基盤 C

（R4～R6） 

【概要】 

・ 危機管理下における専門家による政策形成過程へのフォーマル

/インフォーマルな関与と科学的助言の態様、そして政策当局に

よる非制度的な受容および非制度的な受容の過程について実証

的に明らかにする。 

※R4 年度からは科学研究費補助金（基盤 C）に基づいて研究を

推進する 

【成果発表】 

・ 黒河昭雄「専門家による政策形成過程への関与について」神奈

川県立保健福祉大学 2021 年度研究発表, 2021 年 8 月. 

・ 黒河昭雄, 菊地乃依瑠「専門家による政策形成過程への関与の

動態 : 感染症の流行制御を事例に」『年次学術大会講演要旨集』

研究・イノベーション学会, 35, pp.359-364, 2020 年 10 月. 
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 年度 研究課題名 研究代表者 
SHI 内研

究分担者 
スポンサー 概要・成果発表 

13 R２ With/After コロナ

下のオンライン授

業：アントレプレ

ナーシップ醸成に

向けたチームワー

クの効果的な実施

にかかる研究 

島岡 － 科学研究費補

助金、文部科

学省 EDGE-

NEXT 

【概要】 

・ 大学におけるアントレプレナーシップ（起業家精神）教育（EE）

の教育学は、現在は、構成主義をベースに学習者中心、チーム

ワークを主とするものが主流である。オンライン授業という新

たな環境下において、高いアウトプットを生むチームをいかに

創造できるのであろうか。本研究はこの問いに答えるべく、オ

ンライン授業内発言のコーディングや画像分析等の技術を導入

することで、EE のチーム内で生じている事象にかかるデータ

を収集・分析・可視化し、オンラインにおいても高パフォーマ

ンスを生むチームを創造する要素の解明に取り組んだ。 

14 R２ 音声を用いた

COVID-19 に対す

る不安やストレス

の解析 

徳野 － PST 株式会社 

（共同研究

先） 

【概要】 

・ 電話の通話音声からストレスの程度を計測するスマートフォン

アプリケーションを用いた自粛期間中のストレス負荷の可視化

した。 

【成果発表】 

・ Omiya Y, Tokuno S. How much of an impact did COVID-19 

self-isolation measures have on mental health? Asian J 

Psychiatry. 2020 Dec;54:102445. doi: 

10.1016/j.ajp.2020.102445. 

https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102445  

・ 第 94 回日本産業衛生学会で発表 

 

https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102445
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 年度 研究課題名 研究代表者 
SHI 内研

究分担者 
スポンサー 概要・成果発表 

15 R２ Modelling of the 

COVID-19 

pandemic in four 

countries 

Thomas 

Svensson 

Professor 

Yuichi 

Tei 

1. The Joint 

Research and 

Development 

Agreement 

between 

ALBERT Inc 

and the 

Center of 

Innovation at 

the University 

of Tokyo 

2. The Center 

of Innovation 

Program of 

the Japan 

Science and 

Technology 

Agency (grant 

number 

JPMJCE1304) 

to the 

University of 

Tokyo. 

【概要】 

・ This research uses agent-based models to simulate the effects of 

country policy on the spread of the SARS-CoV-2 virus. The 

findings show that social distance and mask mandates reduce the 

number of COVID-19 cases, that ICU beds are an important 

measure to reduce case fatality rates, and that herd immunity 

cannot be obtained by the loosening of containment measures. 

【成果発表】 

・ Staffini A, Svensson AK, Chung U, Svensson T. An Agent-Based 

Model of the Local Spread of SARS-CoV-2: Modeling Study. 

JMIR Med Inform 2021;9(4):e24192  

doi: 10.2196/24192  

https://medinform.jmir.org/2021/4/e24192 
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 年度 研究課題名 研究代表者 SHI 内研

究分担者 

スポンサー 概要・成果発表 

16 R２ Community 

surveillance by 

village health 

volunteers during 

the COVID-19 

outbreak in 

Thailand. 

中原 － 科研費 

（19K09403） 

【概要】 

・ タイが早期に新型コロナウイルス感染症の抑え込みに成功した

理由を考察した。 

・ これは、ヘルスボランティアの活動が大きく貢献した結果であ

り、タイのヘルスシステムの公衆衛生非常事態への頑健性を示

している。 

【成果発表】 

・ Kaweenuttayanon N, Pattanarattanamolee R, Sorncha N, 

Nakahara S. Community surveillance of COVID-19 by village 

health volunteers, Thailand. Bull World Health Organ. 2021 May 

1;99(5):393-397. doi: 10.2471/BLT.20.274308. 

17 R２ Working group on 

heatstroke medical 

care during the 

COVID-19 

epidemic. Heatstroke 

management during 

the COVID-19 

epidemic: 

Recommendations 

from the experts in 

Japan. 

中原 

（メンバー

の一人） 

－ 厚労科研費 【概要】 

・ 新型コロナウイルス感染症流行下における熱中症対応のガイド

ライン英語版作成。 

【成果発表】 

・ Yokobori S. Heatstroke management during the COVID-19 

epidemic: Recommendations from the experts in Japan. Acute 

Med Surg. 2020 Aug 11;7(1):e560. doi: 10.1002/ams2.560. 
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 年度 研究課題名 研究代表者 
SHI 内研

究分担者 
スポンサー 概要・成果発表 

18 R２ Infection Control 

Strategy Using a 

Hybrid 

Resuscitation 

Room System 

During the 

COVID-19 

Pandemic in 

Tokyo, Japan. 

中原 － － 【概要】 

・ CT を装備した初療室を活用した、新型コロナウイルス感染症

拡大期における効果的スクリーニング方法について記述した。 

【成果発表】 

・ Ito K, Sou Y, Koizumi G, Kanda J, Miyake Y, Sakamoto T, 

Nakahara S. Infection Control Strategy Using a Hybrid 

Resuscitation Room System During the COVID-19 Pandemic 

in Tokyo, Japan. Ann Emerg Med. 2020 Dec;76(6):816-817. 

doi: 10.1016/j.annemergmed.2020.06.052. 

19 R２ High incidence of 

heat illness and the 

potential burden 

on the health care 

system during the 

COVID-19 

pandemic. 

中原 － 個人研究費 【概要】 

・ 2020 年 7－8 月の新型コロナウイルス第 2 波の際には、重症患

者数はそれほど増加していないのにもかかわらず、救急搬送先

選定困難事例が多発した理由を考察した。この期間に、臨床症

状では感染症と区別が難しい熱中症が多数発生し、救急医療シ

ステムに負荷がかかっていたと考えられる。 

【成果発表】 

・ Nakahara S, Kanda J, Miyake Y, et al. High incidence of heat 

illness and the potential burden on the health care system 

during the COVID-19 pandemic. Lancet Reg Health West Pac 

2021;6:100070. 
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 年度 研究課題名 研究代表者 
SHI 内研

究分担者 
スポンサー 概要・成果発表 

20 R２ A web 

visualization tool 

using T cell 

subsets as the 

predictor to 

evaluate covid-19 

patient's severity 

方 

徳野 

鄭 

－ 中国武漢肺科

医院  

【概要】 

・ 新型コロナウイルス感染症患者の重症度を予測する WEB ツー

ルの開発 

【成果発表】 

・ Liu Q, Fang X, Tokuno S, Chung U, Chen X, Dai X, Liu X, Xu 

F, Wang B, Peng P. A web visualization tool using T cell 

subsets as the predictor to evaluate COVID-19 patient's 

severity. PLoS One. 2020 Sep 24;15(9):e0239695. doi: 

10.1371/journal.pone.0239695. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239695 

21 R２ 新型コロナウイル

スへの抗体の定量

的かつ大量測定プ

ロジェクト 

東京大学

先端科学

技術研究

センター 

Yoo 東京大学 【概要】 

・ 新型コロナウイルスへの抗体の定量的かつ大量測定の実施と解

釈。抗体検査の対象者は、感染者とワクチン接種者。更に、抗

体検査以外の、新型コロナ・パンデミックの広範な対策につい

ての検証を含む。詳細は以下のホームページ 

https://www.ric.u-tokyo.ac.jp/topics/2020/ig.html 

【成果発表】 

・ 新型コロナに対する 

（１）累積感染率の推定 

（https://www.ric.u-tokyo.ac.jp/topics/2020/ig-

20200716_all.pdf） 

（２）無症状者を対象にする PCR 検査の費用対効果分析 
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（https://www.waseda.jp/fpse/winpec/assets/uploads/2

020/10/J2002-1_version_p6_corrected.pdf） 

（３）医療機関のスタッフに対する PCR 検査の費用対便益分析 

（https://www.ric.u-tokyo.ac.jp/topics/2020/ig-

20201222-yoo.pdf） 

（４）超過死亡者数 

（https://www.ric.u-tokyo.ac.jp/topics/2020/ig-

20201025-1.pdf） 

などについてレポートを作成し、参議院予算委員会で配布

（2020 年 7 月）したほかホームページに掲載 

22 R２ 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 

東京大学 渡邊 JST・

RISTEX 

【概要】 

・ 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 
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【授業・公開講座関連】 

 年度 科目・講座名 実施場所 担当教員 概要・備考 

１ R２ 

～ 

全科目 SHI SHI 教職

員全員 

・ ポストコロナ、ウィズコロナ時代へ向けた、教育の在り方 

・ 第二波や、今後感染が常態化する事態もにらみ、対面・オンライン

の共存を、自由な比率で設計できるハイブリッド授業の構築 

２ R２ 

～３ 

「政策学」「行政学」 成城大学 黒河 

（CIP） 

・ 公共政策学および行政学の観点から危機管理下における政策決定

のあり方（不確実性の高い状況下における意思決定、エビデンスに

基づく政策形成とエビデンスの限界、科学と政治・科学と政策、特

例承認、リスクの最小化と経済的損失の最小化をめぐるトレード

オフ、基準の見直し等）について講義 

３ R２ 

～３ 

「ライフサイエンスの破壊

的イノベーション」 

早稲田大

学 

黒河 

（CIP） 

・ 公共政策学および行政学の観点から危機管理下における政策決定

のあり方（不確実性の高い状況下における意思決定、エビデンスに

基づく政策形成とエビデンスの限界、科学と政治・科学と政策、特

例承認、リスクの最小化と経済的損失の最小化をめぐるトレード

オフ、基準の見直し等）について講義 

４ R２ COVID-19 対策のビジネス

創造 

SHI 島岡 ・ アントレプレナーシップ I 講義内 

・ アントレプレナーシップ II 講義内 

５ R２ 「健康危機管理学」 

「産業保健学演習」 

SHI 德野 ・ 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 科目・講座名 実施場所 担当教員 概要・備考 

６ R２ 「ヘルステクノロジーII」 SHI 八代 

Yoo 

・ パンデミック対策 

７ R２ 「健康・医療政策」 SHI 黒河

（CIP） 

・ 公共政策学および行政学の観点から危機管理下における政策決定

のあり方（不確実性の高い状況下における意思決定、エビデンス

に基づく政策形成とエビデンスの限界、科学と政治・科学と政

策、特例承認、リスクの最小化と経済的損失の最小化をめぐるト

レードオフ、基準の見直し等）について講義 

８ R２ SHI 大学院説明会 

ミニレクチャー 

SHI 德野 ・ 2020.05.13 開催 

・ テーマ：「COVID-19：Young vs Old」 

９ R２ ヒューマンサービス公開講

座 

保健福祉

大学 

德野 ・ 2020.10.17 開催 

・ テーマ：新型コロナウイルス感染症～最近の話題～ 

10 R２ 超入門・公衆衛生学講座 

「環境保健学」 

未病産業

研究会

/CIP 

德野 ・ 2021.2.9 開催 

・ 環境保健の生物学的因子による環境への影響において新型コロナ

ウイルス感染症を例に挙げて説明 

11 R２ ヒューマンサービス公開講

座 

保健福祉

大学 

津野 ・ 2021.6.14 開催 

・ テーマ：コロナ禍における職場のメンタルヘルス 

12 R１ 超入門・公衆衛生学講座 

「環境保健学」 

未病産業

研究会

/CIP 

德野 ・ 2020.2.26 開催 

・ 環境保健の生物学的因子による環境への影響において新型コロナ

ウイルス感染症を例に挙げて説明 
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【取材・記事執筆等】 

 年度 タイトル 発表媒体 担当教員 概要 

１ R３ How Voice Analysis 

Technology Can Track the 

Psychological Impact of 

Covid 

RI 

International 

徳野 ・ #Crisis Talk 

https://talk.crisisnow.com/how-voice-analysis-technology-can-track-the-

psychological-impact-of-covid/ 

・ いかに音声分析技術が Covid の心理的影響を追跡するか（取材記事） 

２ R３ 

～ 

COVID-19 と身体活動ワー

キンググループ 

日本運動疫

学会 

齋藤 ・ COVID-19 と身体活動に関する情報の収集と発信を目的とし、日本

運動疫学会「COVID-19 と身体活動ワーキンググループ」を設置し、

ワーキンググループメンバーが、学会 Facebook 上で様々な研究を

紹介している。紹介した研究を類型化したうえで、各研究を学会ホ

ームページ上で紹介している。 

３ R２ COVID-19 の薬事開発と社

会との関係について 

日本サイエ

ンスコミュ

ニケーショ

ン協会誌 

八代 ・ 2020 年 10 月（招待論文、査読有） 

・ COVID-19 は社会的に大きな脅威であり，世界各国でワクチンや治

療薬の開発が行なわれている。新たな治療法の開発では基礎研究に

加え、承認のための複数のプロセスにより科学的に有効性や安全性

を担保するが、非専門家にはそうしたプロセスが共有されていない。

本論文ではそうしたプロセスの重要性と、「政治的判断」によるプ

ロセスの変更の危険性を論じ、社会との情報共有の重要性を指摘し

た。 
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 年度 タイトル 発表媒体 担当教員 概要 

４ R２ 特集「コロナ以後、社会をど

う設計していくか？～今、あ

るべき科学コミュニケーシ

ョンとは？」 

TBS ラジオ

Session22 

八代 ・ 八代嘉美×内田麻理香×荻上チキ 2020 年 8 月 6 日 

・ COVID-19 の流行にあたって、有益な予防情報のほか、流言飛語の

類も存在している。それらの理解・判断・選別のためには科学的な

知識が必要となるが、緊急状況下においては十分な知識の普及には

十分な時間もない。そうした状況において、政治・行政が発するべ

き情報発信のありかたや、平時の科学リテラシー向上へのフィード

バックを検討した。 

５ R２ コロナ対策、政治と科学の

分担あいまい 大学教授が

指摘 

京都新聞 八代 ・ 2020 年 5 月 29 日 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/259365 

・ COVID-19 流行の沈静化に向けた種々の施策は、専門家が提唱し

た提言に政治的思惑が加味された内容が実施されている。国の政策

には総合的な判断が必要であるため、その事自体は悪いことではな

いが、政策責任者が政策の根拠を示さず、専門家に説明責任を丸投

げすることの危険性、また薬事承認に対する過剰な政治的な介入が

はらむ危険性について述べた。 

６ R２ 書籍「ポストコロナ期を生

きるきみたちへ」 

晶文社 Yoo ・ 「ポストコロナ期を生きるきみたちへ」（内田樹 編：11 月出版）

に、「台風とコロナ・パンデミックは同じか?」を寄稿 

７ R２ 「持続可能な対策を目指し

て-厚生労働省クラスター対

策班の西浦博教授に聞く」 

政策研究大

学院大学 

黒河 

（CIP） 

・ 2020.4.6 公開 

・ 記事の監修および取材 政策研究大学院大学の WEB サイト上で公

開 

https://scirex.grips.ac.jp/newsletter/vol12/02.html 
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【その他の活動】 

 年度 課題・項目名 実施主体 担当教員 概要 

１ R３ レギュラトリーサイエンス公

開講座（第 2 回）「危機管理

下における評価としてのレギ

ュラトリーサイエンスのあり

方」（2022 年 2 月 1 日） 

ヘルスイノ

ベーション

研究科

（SHI） 

黒河

（CIP）

昌子 

・ 危機管理下における迅速な薬事承認の是非をテーマに公開講座を開

催 

・ 危機におけるリスクとベネフィットの考量の難しさ、エビデンスレ

ベルの引き下げに対する誘因の問題等について、再生医療法制の整

備との比較の視点を踏まえながら講演者・パネリストとともに議論

を行った。 

２ R２ 

～ 

専門職人材の派遣要請への対応 神奈川県

（厚生労働

省） 

徳野 

中原 

中村 

吉田 

渡邊 

・ 搬送調整業務、陽性者発生時の施設調査等 

・ 派遣先：神奈川県対策本部、県内保健福祉事務所 
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 年度 課題・項目名 実施主体 担当教員 概要 

３ R２ 

～３ 

COVID-19関連の公募型研究

開発プログラムの設計 

科学技術振

興機構 

黒河 

（CIP） 

・ 2021.1.26 セミナー開催 

・ 第 3 回 SciREX オープンフォーラム「科学技術イノベーション政策

の新展開」シリーズ第五回「アフターコロナの政策のための科学に向

けて―リスクモデルと経済モデルの統合可能性―」 

・ 2021.4.公募開始 

・ 公募型研究開発プログラム「科学技術イノベーション政策のための

科学 研究開発プログラム」における 2021 年度（令和 3 年度）公募

において COVID-19 関連のテーマを重点課題として設定 

・ 2022 年度公募についても継続して課題を設定 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する社会管理のあり方に

関する評価 

・ 危機管理下におけるリスクの最小化と経済的損失の最小化に関する

統合的評価手法の開発 

４ R２ 医療用医薬品の安定確保策に

関する関係者会議 

厚労省医政

局 

坂巻 ・ 医療用医薬品の安定供給のためのスキームを新たに構築するととも

に、安定確保医薬品リストのカテゴリー分類のための有識者会議

（2020 年 3 月～2021 年 4 月）およびワーキンググループ（2020 年

10 月～2021 年 4 月）に参加した。海外における医薬品安定確保、新

型コロナ下での安定確保策について調査を行い、調査成果は、報告書

に盛り込まれた。 

５ R２ 感染症対策情報戦略の緊急提言 日本ユーザ

ビリティ医

療情報化推

進協議会 

坂巻 ・ 新型コロナ下での医療情報活用のための提言を策定し、提言を行っ

た。提言策定のための「医療情報利活用推進委員会」に委員として参

加した。 
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 年度 課題・項目名 実施主体 担当教員 概要 

６ R２ 新型コロナウイルス対策に関

する全般的なアドバイス 

神奈川県

庁、東京都

世田谷区 

Yoo ・ 神奈川県庁や東京都世田谷からのコロナ対策（検査方式等）の問い合

わせに対しアドバイスを提供した。 

７ 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 

神奈川県内

科学会 

成松、中

村、方、

Yoo、渡邊 

・ 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、研究デザインなどをアドバイスした。 

８ R２ 新型コロナウイルス感染症の

流行を踏まえた熱中症診療に

関するワーキンググループ 

日本救急医

学会・日本

臨床救急医

学会・日本

感染症学

会・日本呼

吸器学会 

中原 ・ ワーキンググループメンバーの一人として、新型コロナウイルス感

染症流行下における熱中症対応の手引き作成 

９ R２ 国際連携 在東京米国

大使館パン

デミック対

策チーム 

Yoo ・ コロナ・パンデミックについての独自のデータ分析（含神奈川県）を

行い、分析レポートを定期的に議論 

10 R２ 新型コロナ禍および災害時に

おける病院のレジリエンスに

関する公開シンポジウム 

（2021 年 3 月 6 日） 

津田塾大

学・早稲田

大学 

黒河 

（CIP） 

・ テーマ：「病院のレジリエンスを考える」 

・ 司会及びパネルディスカッションのファシリテーターとして登壇 

・ 「危機管理下において如何にダメージから回復・復元するのか」、

「見直さなければならない平時のシステムは何か」について議論 

 


