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岐保倫１ 糖尿病予防対策推進のための現状把握
関保健所長
中島正夫

平成１６年７月８日 平成１６年９月１日
平成１６年９月１日～
平成１７年３月３１日

岐保倫２ 妊婦期における喫煙状況調査
関保健所長
中島正夫

平成１６年７月８日 平成１６年８月２４日
平成１６年９月１日～
平成１７年２月２８日

岐保倫３
幼児をもつ養育者の「子どもの食」に関す
る意識（困りごと、心がけていること・要望
等）について

中濃地域保健所長
中島正夫

平成１６年７月９日 平成１６年９月１日
平成１６年９月１日～
平成１７年２月２８日

岐保倫４
乳児健診未受診者の母親に対する家庭
状況と心理状態に対する調査研究

岐阜市保健所長
臼井　曜子

平成１６年７月２０日 平成１６年８月２４日
平成１６年９月１日～
平成１７年３月３１日

岐保倫５ 飛騨地域の脳卒中発症状況の把握
飛騨地域保健所長
出口　一樹

平成１６年８月１９日 平成１６年１１月１９日
平成１６年４月１日～
平成１９年３月３１日

岐保倫６
結核患者に対する服薬についての現状と
意識調査

岐阜市保健所長
臼井　曜子

平成16年８月２０日 平成１６年１０月１日
平成１６年１０月１日～
平成１７年３月３１日

岐保倫７
幼児をもつ養育者の「子どもの食」に関す
る意識について（本調査）

中濃地域保健所長
中島正夫

平成1７年２月２８日 平成１７年３月１８日
平成１７年３月１日～
平成１８年１月３１日

岐保倫8-1
地域における糖尿病の予備軍疫学的解
析

恵那保健所長
久保田　芳則

平成1７年２月２８日 平成1７年４月１８日
平成１７年５月１日～
平成１８年３月３１日

岐保倫8-2
地域における糖尿病の予備軍疫学的解
析

恵那保健所長
久保田　芳則

平成1７年２月２８日 平成1７年４月１８日
平成１７年５月１日～
平成２０年３月３１日

岐保倫９
難病患者の療養環境づくりにおける保健
師の役割

本巣・山県センター所長
林　誠三

平成1７年９月２２日 平成1７年１０月２６日
平成17年10月20日～
平成19年３月３１日

岐保倫１０
糖尿病予備群に対する生活習慣改善指
導の有効性に関する研究

岐阜市保健所長
臼井　曜子

平成1７年８月１０日 平成1８年９月６日
平成１８年９月７日～
平成２０年３月３１日

中間報告の際、終期を平成２１年３
月３１日から平成２０年３月３１日へ
変更

岐保倫１１
県内で発生した喘息死亡及び喘息に関
連した死亡の疫学的解析

岐阜県喘息対策実施事業連
絡協議会委員長
古井秀彦

平成２１年5月11日 平成２２年１０月２０日 審査承認後３年間

岐保倫１２

停電や災害発生時における在宅人工呼
吸器使用難病患者の準備状況（人工呼
吸器・バッテリー使用時間等）に関する研
究

岐阜県健康福祉部
保健医療課長
木下栄作

平成２４年８月１日 平成２４年９月４日
平成２４年１１月１日～
平成２５年３月３１日

岐保倫１３
岐阜県下の病院における院内感染／血
液・体液曝露の現状と予防対策の調査研
究（平成２３年度実績について）

岐阜県東濃保健所長
木戸内清

平成２４年９月２５日 平成24年１２月１８日
平成24年12月18日～
平成27年３月３１日

岐保倫１４
岐阜県における希少性難治性疾患に関
する医療向上及び患者支援のあり方の
課題の検証

岐阜県健康福祉部
保健医療課長
有賀玲子

平成２５年７月１２日 平成２５年８月１３日
平成２５年１０月１日～
平成２６年３月３１日

岐保倫１５
市町村保健師と協働した保健所保健師の母
子保健活動の在り方

岐阜保健所　技術主査
丹羽員代

平成２６年５月２２日 平成２６年６月９日
平成２６年７月１日～
平成２７年１２月３１日

岐保倫１６ 結核菌の分子型別による疫学調査事業
岐阜県保健環境研究所長
小林香夫

平成27年4月14日 平成２７年５月２７日
平成２７年６月１日～
平成３３年３月３１日

岐保倫１７
停電や災害発生時における在宅人工呼吸器
使用難病患者の準備状況（人工呼吸器・バッ
テリー使用時間等）に関する研究

岐阜県健康福祉部
保健医療課長
有賀玲子

平成27年９月３０日 平成２７年10月２3日
平成２７年１２月１日～
平成２８年２月２９日

岐保倫１８ 動物介在活動の科学的実証研究事業
岐阜県保健環境研究所長
有川幸孝

平成27年12月21日 平成２8年2月２3日
平成２８年３月１日～
平成３０年３月３１日

岐保倫１９
特定健診データの解析による県民健康実態
調査

岐阜県保健環境研究所長
有川幸孝

平成28年4月28日 平成28年6月23日
平成２８年７月１日～
平成３０年３月３１日

岐保倫20
岐阜県内の医療現場におけるアレルギー疾
患実態調査

岐阜県健康福祉部次長兼
保健医療課長
稲葉静代

平成29年7月31日 平成29年8月24日
平成２９年８月２４日～
平成３０年３月３１日

岐保倫２１
岐阜県内市町村の「介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査データの分析支援プロジェクト」と
の共同研究

岐阜県健康福祉部次長兼
保健医療課長
加納美緒

平成29年12月２5日 平成30年1月11日
平成３０年１月１１日～
平成３２年３月３１日

岐保倫２２
岐阜県小児科発達障がい診療に関するアン
ケート調査

岐阜県健康福祉部
障害福祉課長
関谷英治

平成29年12月20日 平成30年1月11日
平成３０年１月１１日～
平成３２年３月３１日

岐保倫２３
カンピロバクター食中毒に関する遺伝子検査
法の有益性評価と疫学解析

岐阜県保健環境研究所長
小林香夫

平成29年12月１８日 平成30年1月11日
平成３０年１月１１日～
平成３１年３月３１日

岐保倫２４
県民健康実態調査データ及び県民栄養調査
データを用いた生活習慣病発生要因の解析

岐阜県保健環境研究所長
細井紀也

平成30年5月30日 平成30年5月30日
平成３０年６月１日～
令和３年３月３１日

令和2年5月28日
終期を令和2年3月31日から令和3
年3月31日へ変更

岐保倫２５ 若年性認知症実態調査
岐阜県健康福祉部
高齢福祉課長
寺島禎見

平成30年5月18日 平成30年5月30日
平成３０年６月１日～
平成３０年１２月２８日

岐保倫２６
有害植物による中毒の症状と成分の関連性
の解明

岐阜県保健環境研究所長
細井紀也

平成30年7月10日 平成30年8月3日
平成３０年８月３日～
令和４年３月３１日

令和2年5月28日
終期を令和2年3月31日から令和4
年3月31日へ変更

岐保倫２７
３歳児健康診査における眼科検診体制の充
実に関する研究

岐阜県健康福祉部
子ども・女性局子育て支援課長
古田幹雄

平成30年10月15日 平成30年11月2日
平成３０年１１月２日～
平成３３年３月３１日

岐保倫２８
岐阜県在宅重度障がい児者等（医療的ケア児
を含む）実態調査

岐阜県健康福祉部
医療福祉連携推進課長
浅野　浩司

平成31年4月9日 平成31年4月16日
令和元年６月１日～
令和２年２月２９日

岐保倫２９ 岐阜県引きこもり等に関する状況調査
岐阜県健康福祉部
精神保健福祉センター所長
丹羽　伸也

平成31年4月4日 平成31年4月16日
平成３１年４月１６日～
令和２年３月３１日

岐保倫３０
停電や災害発生時における在宅人工呼吸器
使用難病患者の準備状況（人工呼吸器・バッ
テリー使用時間等）に関する研究

岐阜県健康福祉部
次長兼保健医療課長
加納　美緒

令和元年7月26
日

令和元年8月８
日

令和元年８月８日～
令和６年３月３１日
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岐保倫３１
岐阜県内の周産期医療並びに母子保健行政
機関における妊産婦メンタルヘルス支援実態
調査

岐阜県健康福祉部 子ども・女性
局
子育て支援課長
古田　幹雄

令和元年7月25
日

令和元年8月８
日

令和元年８月８日～
令和４年３月３１日

岐保倫３２ ひきこもり当事者の背景に関する研究
岐阜県健康福祉部
精神保健福祉センター所長
丹羽　伸也

令和元年7月26
日

令和元年8月８
日

令和元年８月８日～
令和３年９月３０日

岐保倫３３
県民栄養調査データを用いた食生活要因の
解析

岐阜県健康福祉部
次長兼保健医療課長
加納　美緒

令和元年8月14
日

令和元年8月30
日

令和元年８月３０日～
令和４年３月３１日

岐保倫３４
食中毒等集団感染事例の疫学情報及び原因
物質の詳細解明

岐阜県保健環境研究所長
細井紀也

令和２年10月6
日

令和２年10月30
日

令和２年１０月３０日～
令和７年３月３１日

岐保倫３５
病原体ゲノム分子疫学解析を活用した岐阜県
におけるサルモネラ感染症の発生動向調査
高度化に関する研究

岐阜県保健環境研究所長
細井紀也

令和２年10月
12日

令和２年10月30
日

令和２年１０月３０日～
令和４年３月３１日
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