
年度 代表者氏名 所属機関 研究課題

2014 上島弘嗣
滋賀医科大学アジア疫学研究セン
ター

日本動脈硬化予防研究基金統合研究－統合研究ベースライ
ン調査と発症登録調査の進捗状況－

2013 上島弘嗣
滋賀医科大学アジア疫学研究セン
ター

統合研究ベースライン調査と発症登録調査の進捗状況

2012 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第二
講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査:地域一般
住民における:血清γ-glutamyltrasferaseの高血圧罹患リスク
に関する検討－端野・壮瞥町研究より－

2012 鈴木一夫
由利組合総合病院保健福祉活動
室

2012年の秋田コホート対象者追跡の状況と秋田県の脳卒中
発症危険因子

2012 小笠原邦昭
岩手医科大学医学部脳神経外科
学講座

岩手県二戸保健医療圏地域における特に女性に着目した多
目的コホート

2012 岡山明 結核予防会第一健康相談所
岩手県北沿岸地域における特に女性に着目した多目的コホー
ト

2012 中村元行
岩手医科大学医学部内科学講座
心血管・腎・内分泌内科分野

心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究：ベースライン調査の実績と追加調査の現状

2012 今井潤
東北大学大学院薬学研究科医薬
開発構想寄附講座

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2012 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科社
会医学講座公衆衛生学分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
する研究

2012 磯博康
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究：地域住民における血清HDLコレステロール値
の20年間の推移：CIRCS筑西市協和地区研究

2012 水嶋春朔
横浜市立大学大学院医学研究科
疫学・公衆衛生学

千葉県鴨川市住民を対象としたコホート研究(おたっしゃ調
査)：追跡調査実施状況

2012 新開省二
東京都健康長寿医療センター研究
所(東京都老人総合研究所)社会
参加と地域保健研究チーム

動脈硬化性疾患の発症要因に関する疫学的長期追跡研究
(与板、草津コホート研究)－(11)高齢者のbaPWVと認知機能低
下に関する前向き研究

2012 鈴木隆雄 国立長寿医療センター
地域高齢者を対象とした動脈硬化に関する包括的縦断的研
究(東京都板橋区地域在宅高齢者コホート研究)

2012 百都健 新潟県厚生連佐渡総合病院
佐渡コホートの追跡結果、および血清CRPと死亡・心血管疾患
罹患リスクの関係

2012 中川秀昭 金沢医科大学公衆衛生学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2012 八谷寛
藤田保健衛生大学医学部公衆衛
生学

愛知職域コホート

2012 上島弘嗣
滋賀医科大学アジア疫学研究セン
ター

統合研究ベースライン調査と発症登録調査の進捗状況

2012 喜多義邦
滋賀医科大学社会医学講座公衆
衛生学部門

滋賀県における生活習慣病の発症要因に関するコホート研究
一般住民におけるbaPWVと循環器疾患発症リスク

2012 坂田清美
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

和歌山県における動脈硬化性疾患の発生要因に関するコ
ホート研究

公益信託日本動脈硬化予防研究基金　日本動脈硬化縦断研究助成先



2012 今野弘規
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究(秋田県井川町フィールド)

2012 北村明彦 大阪がん循環器病予防センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2012 木山昌彦 大阪がん循環器病予防センター 大阪府下企業従業員における健診成績の追跡結果

2012 山田美智子 放射線影響研究所 成人健康調査における動脈硬化・認知症ならびにADLの評価

2012 宮野伊知郎
高知大学医学部医療学(公衆衛生
学)

地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害の要因に関する研究（香北町研究）：地域在住高齢者に
おける脈波伝播速度(baPWV)およびUp&Goのテストと生命予
後との関連

2012 岡田克俊 愛媛大学総合健康センター

動脈硬化及び静脈疾患と循環器疾患発症との関連、及びそ
の地域予防対策に関するコホート研究統合研究データベース
及びみかん(柑橘類)摂取状況調査による高頻度摂取と循環器
疾患及び死亡との関連について

2012 三木哲郎
愛媛大学大学院医学系研究科加
齢制御内科学(愛媛大・加齢制御)

環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討

2012 清原裕
九州大学大学院医学研究院環境
医学

久山町コホート

2012 古庄憲浩 九州大学病院総合診療科
一般住民における血清グリコアルブミン値と動脈硬化の関連
の検討：Kyushu and Okinawa Population Study(KOPS)の成績

2012 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2012 北風政史 国立循環器病センター
有田町における疫学研究を基盤とした健康推進事業と地域還
元

2011 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第二
講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査:地域一般
住民におけるインスリン抵抗性と高血圧罹患との関係－端野・
壮瞥町研究－

2011 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター
2011年の秋田コホート対象者追跡の状況とメタボ健診での脳
卒中危険因子の評価

2011 板井一好
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

岩手県二戸保健医療圏地域における特に女性に着目した多
目的コホート

2011 岡山明 結核予防会第一健康相談所
岩手県北沿岸地域における特に女性に着目した多目的コホー
ト

2011 中村元行
岩手医科大学医学部内科学講座
心血管・腎・内分泌内科分野

心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究：ベースライン調査の実績と追加調査の現状

2011 今井潤
東北大学大学院薬学研究科医薬
開発構想寄附講座

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2011 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科社
会医学講座公衆衛生学分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
する研究

2011 磯博康
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究：地域住民における心臓突然死発症率の25年
間の推移：CIRCS筑西市協和地区研究

2011 水嶋春朔
横浜市立大学大学院医学研究科
疫学・公衆衛生学

千葉県鴨川市住民を対象としたコホート研究(おたっしゃ調
査)：追跡調査実施状況

2011 新開省二
東京都健康長寿医療センター研究
所(旧・東京都老人総合研究所)社
会参加と地域保健研究チーム

動脈硬化性疾患の発症要因に関する疫学的長期追跡研究
(与板、草津コホート研究)－(10)高齢者の栄養状態と認知機能
低下に関する前向き研究



2011 鈴木隆雄 国立長寿医療センター
地域高齢者を対象とした動脈硬化に関する包括的縦断的研
究(東京都板橋区地域在宅高齢者コホート研究)

2011 百都健 新潟県厚生連佐渡総合病院
佐渡コホートの追跡結果、およびHbAlcと死亡・心血管疾患罹
患リスクの関係

2011 中川秀昭 金沢医科大学公衆衛生学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2011 八谷寛
名古屋大学大学院医学系研究科
国際保健医療学・公衆衛生学

愛知県職域コホート研究

2011 上島弘嗣
滋賀医科大学生活習慣病予防セ
ンター

統合研究ベースライン調査と発症登録調査の進捗状況

2011 喜多義邦
滋賀医科大学社会医学講座公衆
衛生学部門

滋賀県における生活習慣病の発症要因に関するコホート研究
一般住民におけるbaPWVと循環器疾患発症リスク

2011 坂田清美
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

和歌山県における動脈硬化性疾患の発生要因に関するコ
ホート研究

2011 清水悠路 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究(秋田県井川フィールド)

2011 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2011 木山昌彦 大阪府立健康科学センター 大阪府下企業従業員における食習慣の推移

2011 山田美智子 放射線影響研究所 成人健康調査における動脈硬化・認知症ならびにADLの評価

2011 宮野伊知郎 高知大学医学部医療学
地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害の要因に関する研究（香北町研究）：地域在住高齢者に
おける腹部大動脈瘤の頻度と関連因子の検討

2011 岡田克俊 愛媛大学総合健康センター

動脈硬化及び静脈疾患と循環器疾患発症との関連、及びそ
の地域予防対策に関するコホート研究統合研究データベース
FFQによる果物(みかん類)摂取状況の季節感較差の脳卒中
発症および死亡へ及ぼす影響について

2011 三木哲郎
愛媛大学大学院医学系研究科加
齢制御内科学(愛媛大・加齢制御)

環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討

2011 清原裕
九州大学大学院医学研究院環境
医学

久山町コホート

2011 古庄憲浩 九州大学大学院　感染環境医学
個別研究：一般住民における血清グリコアルブミン値の有用
性：Kyushu and Okinawa Population Study(KOPS)での検討

2011 河野宏明
熊本大学医学部附属病院・循環器
内科

職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2011 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2011 北風政史 国立循環器病センター
有田町における疫学研究を基盤とした健康推進事業と地域還
元

2010 上島弘嗣
滋賀医科大学生活習慣病予防セ
ンター

日本動脈硬化予防研究基金統合研究－統合研究ベースライ
ン調査と発症登録調査の進捗状況－

2010 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究



2010 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科社
会医学講座公衆衛生学分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
する研究

2010 木山昌彦 大阪府立健康科学センター
都市(大阪)勤務者における動脈硬化性疾患の動向に関するコ
ホート研究

2010 山田美智子 放射線影響研究所 成人健康調査における動脈硬化・認知症ならびにADLの評価

2010 鈴木隆雄
国立長寿医療センター、東京都健
康長寿医療センター

地域高齢者を対象とした動脈硬化に関する包括的縦断的研
究(東京都板橋区地域在宅高齢者コホート研究)

2010 豊嶋英明 安城更生病院健康管理センター 生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究

2010 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第二
講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査:地域一般
住民高齢者・非高齢者における腹部肥満の糖尿病発症リスク
に関する検討

2010 清原裕
九州大学大学院医学研究院環境
医学

久山町コホート

2010 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2010 喜多義邦
滋賀医科大学社会医学講座公衆
衛生学部門

滋賀県における生活習慣病の発症要因に関するコホート研究
－中心血圧推定値に関連する要因の検討と追跡調査の実績
について

2010 今井潤
東北大学大学院薬学研究科医薬
開発構想寄附講座

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2010 中川秀昭 金沢医科大学公衆衛生学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2010 坂田清美
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

和歌山県における動脈硬化性疾患の発生要因に関するコ
ホート研究

2010 新開省二
東京都健康長寿医療センター研究
所(旧・東京都老人総合研究所)

動脈硬化性疾患の発症要因に関する疫学的長期追跡研究
(与板、草津コホート研究)－(9)高齢者の歩行機能(歩行速度、
歩幅)と認知機能低下に関する前向き研究

2010 磯博康
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究：地域住民における血清総コレステロール値の
約30年間の推移：CIRCS筑西市協和地区研究

2010 中村元行
岩手医科大学医学部内科学講座
循環器腎内分泌分野(旧第二内
科)

心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究：ベースライン調査の実績と追加調査の現状

2010 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター
2010年の秋田コホート対象者追跡方法と脳卒中、心筋梗塞イ
ベント情報の把握について

2010 前田健次 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究(秋田県井川フィールド)

2010 岡山明 結核予防会第一健康相談所
岩手県北沿岸地域における特に女性に着目した多目的コホー
ト

2010 板井一好
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

岩手県二戸保健医療圏地域における特に女性に着目した多
目的コホート

2010 古庄憲浩
九州大学大学院　感染環境医学、
九州大学病院　総合診療科

個別研究：生体電気インピーダンス法による内臓脂肪レベルと
メタボリックシンドロームの関連：Kyushu and Okinawa
Population Study(KOPS)

2010 久代登志男 日本大学医学部総合健診センター
首都圏在住総合健診受診者における心血管系疾患発症とイ
ンスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子との関連



2010 宮野伊知郎
高知大学医学部医療学(公衆衛生
学)

地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害の要因に関する研究（香北町研究）：地域在住高齢者に
おける脈波伝播速度(baPWV)と生活機能障害との関連

2010 岡田克俊 愛媛大学総合健康センター

動脈硬化及び静脈疾患と循環器疾患発症との関連、及びそ
の地域予防対策に関するコホート研究統合研究データベース
による果物(みかん類)摂取状況の循環器疾患発症および死因
別死亡へ及ぼす影響について

2010 三木哲郎
愛媛大学大学院医学系研究科加
齢制御内科学(愛媛大・加齢制御)

環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討

2010 百都健 新潟県厚生連佐渡総合病院
佐渡コホートの追跡結果、および糖尿病と死亡・心血管疾患
罹患の関係

2010 北風政史 国立循環器病センター
有田町における疫学研究を基盤とした健康推進事業と地域還
元

2010 水嶋春朔
横浜市立大学大学院医学研究科
疫学・公衆衛生学

千葉県鴨川市住民を対象としたコホート研究(おたっしゃ調
査)：追跡調査実施状況

2010 河野宏明
熊本大学医学部附属病院・循環器
内科

職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2009 上島弘嗣
滋賀医科大学生活習慣病予防セ
ンター

日本動脈硬化予防研究基金統合研究－統合研究ベースライ
ン調査と発症登録調査の進捗状況－

2009 山田美智子 放射線影響研究所 成人健康調査における動脈硬化・認知症ならびにADLの評価

2009 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2009 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第二
講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査:地域一般
住民におけるメタボリックシンドローム、各種アディポサイトカイ
ンとインスリン抵抗性、危険因子集積との関連

2009 今井潤
東北大学大学院薬学・医学系研究
科臨床薬学分野

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2009 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科公
衆衛生学分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
する研究

2009 河野宏明 佐賀大学循環器・腎臓内科 職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2009 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター
秋田コホートの対象者追跡方法と脳卒中、心筋梗塞イベント
情報の把握について

2009 西永正典
高知大学医学部老年病・循環器・
神経内科学

地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害の要因に関する研究（香北町研究）：脈波伝播速度
(baPWV)は、地域在住高齢者における3年後の死亡を予測す
る

2009 清原裕
九州大学大学院医学研究院環境
医学

久山町コホート

2009 鈴木隆雄
国立長寿医療センター、東京都老
人総合研究所

地域高齢者を対象とした動脈硬化に関する包括的縦断的研
究(東京都板橋区地域在宅高齢者コホート研究)

2009 林純
九州大学病院総合診療科(感染環
境医学)

個別研究：沖縄県石垣市における生活習慣病の発症要因に
関するコホート研究(KOPS)－総死亡・脳心血管系死亡からみ
た慢性腎臓病の分類の検討－

2009 中川秀昭 金沢医科大学健康増進予防医学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2009 三木哲郎
愛媛大学大学院医学系研究科加
齢制御内科学

環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討



2009 中村元行
岩手医科大学医学部内科学講座
循環器腎内分泌分野(旧第二内
科)

心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究：ベースライン調査の実績と追加調査の現状

2009 久代登志男 日本大学医学部総合健診センター
首都圏在住総合健診受診者における心血管系疾患発症とイ
ンスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子との関連

2009 北風政史 国立循環器病センター
有田町(旧西有田町)における疫学研究を基盤とした健康推進
事業と地域還元～心疾患・脳血管疾患の診断、予防、治療の
手法の検討～

2009 坂田清美
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

和歌山県における動脈硬化性疾患の発生要因に関するコ
ホート研究

2009 岡田克俊 愛媛大学総合健康センター

動脈硬化及び静脈疾患と循環器疾患発症との関連、及びそ
の地域予防対策に関するコホート研究統合研究データベース
によるメタボリックシンドローム指標の循環器疾患発症におよ
び死因別死亡へのインパクト

2009 喜多義邦
滋賀医科大学社会医学講座公衆
衛生学部門

滋賀県における生活習慣病の発症要因に関するコホート研究
－動脈硬化に及ぼす遺伝素因－

2009 百都健
新潟県厚生連佐渡総合病院新潟
大学大学院医歯学総合研究科

佐渡コホートの追跡状況および血清CRPと心血管イベント罹
患リスクの関係

2009 板井一好
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

岩手県二戸保健医療圏地域における特に女性に着目した多
目的コホート

2009 新開省二
東京都健康長寿医療センター研究
所(東京都老人総合研究所)社会
参加と地域保健研究チーム

動脈硬化性疾患の発症要因に関する疫学的長期追跡研究
(与板、草津コホート研究)－(8)高齢者における血清β2-
Microglobulin濃度と三大死因群別死亡との関連

2009 岡山明 結核予防会第一健康相談所
岩手県北沿岸地域における特に女性に着目した多目的コホー
ト

2009 前田健次 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究(秋田県井川フィールド)

2009 木山昌彦 大阪府立健康科学センター
都市(大阪)勤務者における動脈硬化性疾患の動向に関するコ
ホート研究

2009 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2009 磯博康
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究：高血圧の認知症発症への影響(ネイティッド
ケースコントロール研究)

2009 水嶋春朔
横浜市立大学大学院医学研究科
情報システム予防医学

千葉県鴨川市住民を対象としたコホート研究(おたっしゃ調
査)：追跡調査実施状況

2009 豊嶋英明 安城更生病院健康管理センター 生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究

2008 上島弘嗣
滋賀医科大学生活習慣病予防セ
ンター

日本動脈硬化予防研究基金統合研究

2008 山田美智子 放射線影響研究所
成人健康調査集団における動脈硬化・認知症ならびにADLの
評価

2008 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター 追跡対象者の脳卒中発症実態および全県での発症との比較

2008 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第二
講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査:地域一般
住民の腹部肥満、メタボリックシンドロームにおける高感度
CRP、アディポネクチンと尿中微量アルブミンとの関連

2008 坂田清美
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

透析患者の循環器疾患発症要因に関するコホート研究



2008 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2008 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科公
衆衛生学分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
するコホート研究

2008 磯博康
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究

2008 木山昌彦 大阪府立健康科学センター
都市(大阪)勤務者における動脈硬化性疾患の動向に関するコ
ホート研究

2008 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2008 三木哲郎
愛媛大学大学院医学系研究科加
齢制御内科学

環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討

2008 久代登志男 日本大学医学部総合健診センター
首都圏在住総合健診受診者における心血管系疾患発症とイ
ンスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子との関連

2008 八谷寛

名古屋大学大学院医学系研究科
健康社会医学専攻社会生命科学
講座公衆衛生学／医学ネットワー
ク管理学分野

生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究

2008 中川秀昭 金沢医科大学健康増進予防医学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2008 百都健 新潟県厚生連佐渡総合病院
佐渡島における動脈硬化性疾患の発生要因に関する疫学調
査

2008 中村元行
岩手医科大学医学部内科学講座
循環器腎内分泌分野(旧第二内
科)

心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究

2008 西永正典
高知大学老年病・循環器・神経内
科、医療学(公衆衛生学)

地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害発現の要因に関する研究

2008 水嶋春朔
横浜市立大学大学院医学研究科
情報システム予防医学

千葉県鴨川市住民を対象としたコホート研究

2008 新開省二
東京都健康長寿医療センター研究
所(東京都老人総合研究所)社会
参加と地域保健研究チーム

動脈硬化性疾患の発症要因に関する疫学的長期追跡研究－
与板、草津コホート研究－

2008 今井潤
東北大学大学院薬学・医学系研究
科臨床薬学分野

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2008 清原裕
九州大学大学院医学研究院環境
医学

久山町における動脈硬化性疾患の追跡調査

2008 林純
九州大学病院総合診療科(感染環
境医学)

頸動脈エコーからみた動脈硬化症の疫学的研究

2008 岡山明 結核予防会第一健康相談所
岩手県北沿岸地域における特に女性に着目した多目的コホー
ト

2008 板井一好
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

岩手県二戸保健医療圏地域における特に女性に着目した多
目的コホート

2008 喜多義邦
滋賀医科大学社会医学講座公衆
衛生学部門

滋賀県における循環器病疾患の発症要因に関するコホート研
究

2008 鈴木隆雄 東京都老人総合研究所
地域高齢者を対象とした大腿骨頸部骨折発症および要介護
状態の発生に関するコホート研究－動脈硬化との関連につい
て－



2008 河野宏明 熊本大学大学院循環器病態学 職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2008 今野弘規 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究

2008 岡田克俊 愛媛大学総合健康センター
動脈硬化及び静脈疾患・更年期障害と循環器疾患発症との関
連、及びその地域予防対策に関するコホート研究

2007 上島弘嗣 滋賀医科大学福祉保健医学 日本動脈硬化予防研究基金統合研究

2007 中村元行
岩手医科大学医学部内科学講座
循環器腎内分泌分野(旧第二内
科)

心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究

2007 山田美智子 放射線影響研究所
成人健康調査集団における動脈硬化・痴呆ならびにADLの評
価

2007 坂田清美
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

透析患者の循環器疾患発症に関するコホート研究

2007 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科社
会医学講座公衆衛生学分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
するコホート研究

2007 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2007 山科章 東京医科大学内科学第二講座
動脈硬化疾患の進展および発症に関する新指標としての脳波
伝播速度の大規模集団追跡調査研究(経年的動脈硬化症血
管障害推移指標としての高感度CRPの有用性の検討)

2007 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第二
講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査:日本人の
メタボリックシンドロームとQOLとの関連

2007 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター 追跡対象者に対する循環器疾患予防知識の普及

2007 林純
九州大学病院総合診療部(感染環
境医学)

頸動脈エコーからみた動脈硬化症の疫学的研究

2007 今井潤
東北大学大学院薬学・医学系研究
科臨床薬学分野

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2007 佐藤眞一 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究

2007 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2007 鈴木隆雄 東京都老人総合研究所
地域高齢者を対象とした大腿骨頸部骨折発症および要介護
状態の発生に関するコホート研究－動脈硬化との関連につい
て－

2007 河野宏明 熊本大学大学院循環器病態学 職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2007 中川秀昭 金沢医科大学健康増進予防医学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2007 三木哲郎
愛媛大学大学院医学系研究科加
齢制御内科学

環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討

2007 岡田克俊 愛媛大学総合健康センター
動脈硬化及び静脈疾患・更年期障害と循環器疾患発症との関
連、及びその地域予防対策に関するコホート研究



2007 新開省二
東京都老人総合研究所社会参加
とヘルスプロモーション研究チーム

縦断研究による高齢者のdisablement processの解明－(6)血
清β2-ミクログロブリンの老化指標としての意義

2007 西永正典
高知大学医学部老年病・循環器・
神経内科学、予防医学・地域医療
学

地域高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能障害
発現の要因に関する研究（香北町研究）

2007 百都健 新潟県厚生連佐渡総合病院
佐渡島における動脈硬化性疾患の発生要因に関する疫学調
査

2007 清原裕
九州大学大学院医学研究院環境
医学

地域住民における血清LDLコレステロールレベルと病型別脳
梗塞発症との関連：久山町研究

2007 岡山明 結核予防会第一健康相談所
岩手県北沿岸地域における特に女性に着目した多目的コホー
ト

2007 久代登志男 日本大学医学部総合健診センター
首都圏在住総合健診受診者における心血管系疾患発症とイ
ンスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子の関連

2007 喜多義邦
滋賀医科大学社会医学講座福祉
保健医学部門

滋賀県における循環器疾患の発症要因に関するコホート研究

2007 八谷寛

名古屋大学大学院医学系研究科
健康社会医学専攻社会生命科学
講座公衆衛生学／医学ネットワー
ク管理学分野

生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究－生活習慣と
メタボリックシンドローム、糖尿病発症の関連－

2007 磯博康
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究

2007 水嶋春朔 国立保健医療科学院 千葉県鴨川市住民を対象としたコホート研究

2007 北風政史
国立循環器病センター内科心臓血
管部門

有田町における疫学研究を基盤とした健康推進事業と地域還
元～心疾患・脳血管疾患の診断、予防、治療の手法の検討～

2007 板井一好
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

岩手県二戸保健医療圏地域における特に女性に着目した多
目的コホート

2006 中村元行 岩手医科大学内科学第二講座
心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究

2006 山田美智子 放射線影響研究所
成人健康調査集団における動脈硬化・痴呆ならびにADLの評
価

2006 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科社
会医学講座公衆衛生学分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
するコホート研究

2006 西永正典 高知大学老年病科
地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害発現の要因に関する研究（香北町研究）

2006 豊嶋英明

名古屋大学大学院医学系研究科
健康社会医学専攻社会生命科学
講座公衆衛生学／医学ネットワー
ク管理学分野

生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究－アディポネ
クチンとメタボリックシンドロームの関連－

2006 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第二
講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査:日本人の
メタボリックシンドロームと腎機能、心疾患への影響

2006 磯博康
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究

2006 喜多義邦
滋賀医科大学社会医学講座福祉
保健医学部門

滋賀県における循環器疾患の発症要因に関するコホート研究

2006 清原裕
九州大学大学院医学研究院環境
医学

内臓肥満と心血管病発症の関係：久山町研究



2006 今井潤
東北大学大学院薬学・医学系研究
科臨床薬学分野

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2006 佐藤眞一 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究

2006 山科章 東京医科大学第二内科
動脈硬化疾患の進展および発症に関する新指標としての脳波
伝播速度の大規模集団追跡調査研究(アルコール摂取の脈波
の硬さおよび血管炎症に及ぼす影響の検討)

2006 坂田清美
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

透析患者の循環器疾患発症の要因に関するコホート研究

2006 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2006 岡山明
国立循環器病センター循環器病予
防検診部

岩手県北地域における特に女性に着目した多目的コホート

2006 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター
ユビキタスネットワークシステム(指ネット)を用いた血圧管理の
研究

2006 河野宏明 熊本大学大学院循環器病態学 職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2006 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2006 中川秀昭 金沢医科大学健康増進予防医学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2006 新開省二
東京都老人総合研究所社会参加
とヘルスプロモーション研究チーム

縦断研究による高齢者のdisablement processの解明－(5)血
清β2-ミクログロブリンの関連要因

2006 林純
九州大学病院総合診療部(感染環
境医学)

頸動脈エコーからみた動脈硬化症の疫学的研究

2006 百都健 新潟県厚生連佐渡総合病院
佐渡島における動脈硬化性疾患の発生要因に関する疫学調
査

2006 水嶋春朔 国立保健医療科学院 千葉県鴨川市住民を対象としたコホート研究

2006 鈴木隆雄 東京都老人総合研究所
地域高齢者を対象とした大腿骨頸部骨折発症および要介護
状態の発生に関するコホート研究－動脈硬化との関連につい
て－

2006 三木哲郎
愛媛大学大学院医学系研究科加
齢制御内科学

環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討

2006 北風政史 国立循環器病センター
有田町(旧西有田町)における疫学研究を基盤とした健康推進
事業と地域還元～心疾患・脳血管疾患の診断、予防、治療の
手法検討～

2006 内藤義彦 武庫川女子大学生活環境学部

生活習慣に関する詳細な情報および長期の検診データを活用
した循環器疾患に関するコホート研究－精密機器を用いた身
体活動に関する実態調査とメタボリックシンドロームへの影響
に関する検討

2006 岡田克俊 愛媛大学総合健康センター
動脈硬化及び静脈疾患・更年期障害と循環器疾患発症との関
連、及びその地域予防対策に関するコホート研究

2006 上島弘嗣
滋賀医科大学社会医学講座　福
祉保健医学

日本動脈硬化予防研究基金統合研究

2005 山田美智子 放射線影響研究所
成人健康調査集団における動脈硬化・痴呆ならびにADLの評
価



2005 坂田清美
岩手医科大学医学部衛生学公衆
衛生学講座

透析患者の循環器疾患発症・死亡の要因に関する大規模コ
ホート研究

2005 岡山明
国立循環器病センター循環器病予
防検診部

岩手県北地域における特に女性に着目した多目的コホート

2005 中村元行 岩手医科大学第二講座
心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究

2005 佐藤眞一 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究

2005 西永正典 高知大学医学部老年病科
地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害発現の要因に関する研究（香北町研究）

2005 武田和夫 京都工場保健会 心血管疾患発症の予測因子としてのPWVの有用性について

2005 新開省二
東京都老人総合研究所社会参加
とヘルスプロモーション研究チーム

縦断研究による高齢者のdisablement processの解明

2005 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科社
会医学講座公衆衛生学分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
するコホート研究

2005 中川秀昭 金沢医科大学健康増進予防医学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2005 今井潤
東北大学大学院薬学・医学系研究
科臨床薬学分野

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2005 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2005 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第二
講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査:日本人の
メタボリックシンドロームの動脈硬化性疾患進展への影響

2005 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター
ユビキタスネットワークシステム(指ネット)を用いた血圧管理の
研究

2005 鈴木隆雄 東京都老人総合研究所
地域高齢者を対象とした大腿骨頸部骨折発症に関するコホー
ト研究－動脈硬化との関連について－

2005 山科章 東京医科大学循環器内科

動脈硬化疾患の進展および発症に関する新指標としての脳波
伝播速度の大規模集団追跡調査研究(Metabolic syndromeへ
の睡眠時無呼吸症候群合併判別指標としての上腕足首間脈
波速度の有用性の検討)

2005 上島弘嗣 滋賀医科大学福祉保健医学 日本動脈硬化予防研究基金統合研究

2005 小西正光
愛媛大学大学院医学系研究科医
療関係情報解析学講座公衆衛生・
健康医学分野

動脈硬化及び静脈疾患・更年期障害と循環器疾患発症との関
連、及びその地域予防対策に関するコホート研究

2005 三木哲郎 愛媛大学医学部老年医学講座
環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討

2005 喜多義邦
滋賀医科大学社会医学講座福祉
保健医学部門

滋賀県における循環器疾患の発症要因に関するコホート研究

2005 百都健 新潟県厚生連佐渡総合病院
佐渡島における動脈硬化性疾患の発生要因に関する疫学調
査

2005 河野宏明 熊本大学大学院循環器病態学 職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究



2005 内藤義彦 武庫川女子大学
生活習慣に関する詳細な情報および長期の検診データを活用
した循環器疾患に関するコホート研究－精密機械を用いた身
体活動に関する実態調査と検査所見への影響に関する検討

2005 水嶋春朔 国立保健医療科学院 千葉県鴨川市住民を対象としたコホート研究

2005 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区における動脈硬化性疾患に対する危険因子
の長期追跡研究

2005 林純 九州大学病院総合診療部 頸動脈エコーからみた動脈硬化症の疫学的研究

2005 磯博康
大阪大学大学院医学系研究科公
衆衛生学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究

2005 清原裕
九州大学大学院医学研究院環境
医学

メタボリック・シンドロームと心血管病発症の関係：久山町研究

2005 豊嶋英明

名古屋大学大学院医学系研究科
健康社会医学専攻社会生命科学
講座公衆衛生学／医学ネットワー
ク管理学分野

生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究－自覚的スト
レスとアディポサイトカインとの関連－

2005 久代登志男 駿河台日本大学病院循環器科
首都圏在住総合健診受診者における心血管系疾患発症とイ
ンスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子の関連

2005 北風政史
国立循環器病センター内科心臓血
管部門

西有田における生活習慣病の疫学調査－心疾患・脳血管疾
患の診断、予防、治療の手法の検討－

2004 岡山明
国立循環器病センター循環器病予
防検診部

岩手県北地域における特に女性に着目した多目的コホート

2004 坂田清美 岩手医大・衛生公衆衛生 ADL阻害要因に関する長期コホート研究

2004 林純
九州大学大学院感染環境医学総
合健診部

頸動脈エコーからみた動脈硬化症の疫学的研究

2004 鈴木隆雄 東京都老人総合研究所
地域高齢者を対象とした大腿骨頸部骨折発症に関するコホー
ト研究－動脈硬化との関連について－

2004 島本和明 札幌医科大学医学部第二内科
北海道2地域における循環器疾患前向き疫学調査:日本人の
代謝症候群とその関連因子の動脈硬化性疾患への影響

2004 豊嶋英明

名古屋大学大学院医学系研究科
健康社会医学専攻社会生命科学
講座公衆衛生学／医学ネットワー
ク管理学分野

生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究－職場におけ
るストレスと炎症マーカーとの関連－

2004 百都健 新潟県厚生連佐渡総合病院
佐渡島における動脈硬化性疾患の発生要因に関する疫学的
研究

2004 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2004 山田美智子 放射線影響研究所
成人健康調査集団における動脈硬化・痴呆ならびにADLの評
価

2004 中村元行 岩手医科大学内科学第二講座
心臓・血管検診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究

2004 西永正典 高知大学医学部老年病科
地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害発現の要因に関する研究（香北町研究）

2004 三木哲郎 愛媛大学医学部老年医学講座
環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討



2004 今井潤
東北大学大学院薬学・医学系研究
科臨床薬学分野

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2004 中西範幸
大阪大学大学院医学系研究科社
会環境医学

ライフスタイルがマルチプルリスクファクター症候群の因子集
積と発症に及ぼす影響に関するコホート研究

2004 上島弘嗣 滋賀医科大学福祉保健医学 日本動脈硬化予防研究基金統合研究

2004 辻一郎
東北大学大学院医学系研究科社
会医学講座公衆衛生分野

仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
するコホート研究

2004 佐藤眞一 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究

2004 中川秀昭 金沢医科大学健康増進予防医学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2004 北風政史 国立循環器病センター
西有田町における生活習慣病の疫学調査－心疾患・脳血管
疾患の診断、予防、治療の手法の検討－

2004 水嶋春朔 国立保健医療科学院 千葉県鴨川市・天津小湊町住民を対象としたコホート研究

2004 磯博康
筑波大学大学院人間総合科学研
究科社会健康医学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究

2004 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2004 河野宏明
熊本大学医学部附属病院・循環器
内科

職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2004 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター 大規模地域集団の血圧低下を目的とした戦略に関する研究

2004 清原裕
九州大学大学院医学研究院病態
機能内科

炎症指標としての高感度CRP値と心血管病発症の関係：久山
町研究

2004 喜多義邦 滋賀医科大学福祉保健医学講座 滋賀県における循環器疾患の発症要因に関するコホート研究

2004 小西正光
愛媛大学医学部環境社会医学系
公衆衛生学分野

動脈硬化及び静脈疾患と循環器疾患発症との関連、及びそ
の地域予防対策に関するコホート研究

2004 内藤義彦 武庫川女子大学
生活習慣に関する詳細な情報および長期の検診データを活用
した循環器疾患に関するコホート研究－生活習慣の変化によ
る検査所見への影響に関する検討－

2004 久代登志男 駿河台日本大学病院循環器科
首都圏在住総合健診受診者における心血管系疾患発症とイ
ンスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子の関連

2004 山科章 東京医科大学第二内科
動脈硬化疾患の進展および発病に関する新指標としての脳波
伝播速度の大規模集団追跡調査研究(アルコール摂取、高感
度CRP、および酸化ストレスとの関連)

2004 新開省二
東京都老人総合研究所地域保健
研究グループ

縦断研究による高齢者のdisablement processの解明

2003 武田和夫 京都工場保健会
心血管疾患発症の予測指標としての脈波伝導速度(PWV)測
定の有用性について

2003 山田美智子 放射線影響研究所 成人健康調査における動脈硬化・痴呆ならびにADLの評価



2003 中西範幸
大阪大学大学院医学系研究科社
会環境医学

日常生活活動が動脈硬化の危険因子の発症に及ぼす影響に
関するコホート研究

2003 豊嶋英明 名古屋大学大学院公衆衛生学
生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究－血清レプチ
ン値と体重変化との関連－

2003 今井潤 東北大学大学院臨床薬学
家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究－大迫（Ohasama）研究

2003 佐藤眞一 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究

2003 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター 秋田県における脳卒中危険因子の定量的評価に関する研究

2003 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第2講
座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査（端野・壮
瞥町研究）

2003 河野宏明 熊本大学医学部附属病院 職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2003 新開省二
東京都老人総合研究所地域保健
研究グループ

縦断研究による高齢者のdisablement processの解明

2003 百都健
新潟県厚生連佐渡総合病院内科・
健康管理室

佐渡島における動脈硬化性疾患の発生要因に関する疫学的
研究

2003 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2003 鈴木隆雄 東京都老人総合研究所
地域高齢者を対象とした大腿骨頸部骨折発症に関するコホー
ト研究－動脈硬化との関連について－

2003 小川久雄 熊本大学大学院循環器病態学
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2003 松林公蔵 京都大学東南アジア研究所
地域在住高齢者に対する要介護発現予防のための介入効果
の地域特性に関する研究

2003 辻一郎 東北大学大学院公衆衛生学
仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
するコホート研究

2003 中村元行 岩手医科大学内科学第二講座
心臓・血管健診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究

2003 岡山明
国立循環器病センター循環器病予
防検診部

岩手県北地域における特に女性に着目した多目的コホート

2003 西永正典 高知医科大学医学部老年病科
地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害発現の要因に関する研究（香北町研究）

2003 三木哲郎 愛媛大学医学部老年医学講座
環境要因との相互作用を考慮した動脈硬化性疾患感受性遺
伝子の同定とその影響力の検討

2003 内藤義彦 大阪府立健康科学センター
生活習慣病に関する詳細な情報および長期の健診データを活
用した循環器疾患発症に関するコホート研究

2003 磯博康
筑波大学大学院人間総合科学研
究科社会健康医学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究

2003 坂田清美 和歌山県立医科大学・公衆衛生 ADL阻害要因に関する長期コホート研究



2003 中川秀昭 金沢医科大学公衆衛生学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2003 清原裕
九州大学大学院医学研究院病態
機能内科学

インスリン抵抗性および高インスリン血症の心血管病発症に
及ぼす影響：久山町研究

2003 山科章 東京医科大学第二内科
動脈硬化疾患の進展および発病に関する新指標としての脈波
伝播速度の大規模集団追跡調査研究

2003 喜多義邦 滋賀医科大学医学部 滋賀県における循環器疾患の発症要因に関するコホート研究

2003 小西正光 愛媛大学医学部公衆衛生課
動脈硬化及び静脈疾患と循環器疾患発症との関連、及びそ
の地域予防対策に関するコホート研究

2003 林純
九州大学大学院医学研究院感染
環境医学(総合診療部)

頸動脈エコーからみた動脈硬化症の疫学的研究

2003 水嶋春朔
東京大学医学教育国際協力研究
センター

千葉県安房地域国民健康保険加入者コホート研究

2003 久代登志男 日本大学医学部総合健診センター
首都圏在住総合健診受診者における心血管系疾患発症とイ
ンスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子の関連

2003 大橋靖雄
東京大学大学院医学系研究科生
物統計学／疫学・予防保健学

日本動脈硬化予防研究基金統合研究－個別研究の統計的
併合と必要な標準化・データ収集・データベース管理

2002 今井潤 東北大学大学院臨床薬学
家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究

2002 佐藤眞一 大阪府立健康科学センター
高感度CRP値、耐糖能と循環器疾患、腎障害、要介護状態の
発症に関するコホート研究

2002 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2002 武田和夫
京都府立医科大学腎臓・高血圧内
科

心血管疾患発症の予測指標としての脈波伝導速度(PWV)測
定の有用性について

2002 岡山明 岩手医大衛生学公衆衛生学 岩手県北地域における特に女性に着目した多目的コホート

2002 中西範幸
大阪大学大学院医学系研究科社
会環境医学

日常生活活動が動脈硬化の危険因子の発症に及ぼす影響に
関するコホート研究

2002 中川秀昭 金沢医科大学公衆衛生学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2002 西永正典 高知医科大学老年病科
地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害発現の要因に関する研究（香北町研究）

2002 河野宏明 熊本大学医学部循環器内科 職域コホートにおける動脈硬化危険因子の長期追跡研究

2002 小川久雄 熊本大学保健管理センター
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2002 清原裕
九州大学大学院医学研究院病態
機能内科学

インスリン抵抗性および高インスリン血症の心血管病発症に
及ぼす影響：久山町研究

2002 豊嶋英明
名古屋大学大学院医学系研究科
公衆衛生学／医学ネットワーク管
理学

生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究－インスリン
濃度と危険因子集積の検討－



2002 坂田清美 和歌山県立医科大学・公衆衛生 ADL阻害要因に関する長期コホート研究

2002 島本和明 札幌医科大学医学部第二内科
北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査（端野・壮
瞥町研究）

2002 喜多義邦 滋賀医科大学福祉保健医学講座 滋賀県における循環器疾患の発症要因に関するコホート研究

2002 鈴木隆雄 東京都老人総合研究所
地域高齢者を対象とした大腿骨頸部骨折発症に関するコホー
ト研究－動脈硬化との関連について－

2002 新開省二 東京都老人総合研究所地域保健 縦断研究による高齢者のdisablement processの解明

2002 百都健 佐渡総合病院内科・健康管理室
佐渡島における動脈硬化性疾患の発生要因に関する疫学研
究

2002 辻一郎 東北大学大学院公衆衛生学
仙台市鶴ヶ谷地区に在住する高齢者の心身機能の推移に関
するコホート研究

2002 山田美智子 財）放射線影響研究所 成人健康調査集団における痴呆ならびにADLの評価

2002 庄司哲雄
大阪市立大学大学院医学研究科
代謝内分泌病態内科学

糖尿病および加齢に伴う動脈壁硬化の部位別差異と予後に
与える影響

2002 小西正光 愛媛大学医学部公衆衛生学
動脈硬化及び静脈疾患と循環器疾患発症との関連、及びそ
の地域予防対策に関するコホート研究

2002 平盛勝彦 岩手医科大学内科学第二講座
心臓・血管健診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究

2002 松林公蔵 京都大学東南アジア研究センター
地域在住高齢者に対する要介護発現予防のための介入効果
の地域特性に関する研究

2002 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター 秋田県における脳卒中危険因子の定量的評価に関する研究

2002 内藤義彦 大阪府立健康科学センター
生活習慣に関する詳細な情報および長期の検診データを活用
した循環器疾患発症に関するコホート研究

2002 磯博康
筑波大学社会医学系社会健康医
学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究

2002 山科章 東京医科大学内科学第二講座
動脈硬化疾患の進展および発病に関する新指標としての脈波
伝播速度の大規模集団追跡調査研究

2002 三木哲郎 愛媛大学医学部老年医学講座
オーダーメード医療構築に向けた動脈硬化性疾患感受性遺伝
子の同定とその影響力の検討

2002 久代登志男 駿河台日本大学病院循環器科
首都圏在住総合健診受診者における心血管系疾患発症とイ
ンスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子の関連

2002 都島基夫 慶應義塾大学伊勢慶應病院 末病としての早期動脈硬化症の疫学研究

2002 林純
九州大学医学部附属病院総合診
療部

頸動脈エコーからみた動脈硬化症の疫学研究

2002 青柳幸利
東京都老人総合研究所身体機能
系運動科学研究グループ

高齢者における身体活動や心理社会因子と動脈硬化性疾患
に関する長期縦断研究



2002 大橋靖雄
東京大学大学院医学系研究科生
物統計学／疫学・予防保健学

動脈硬化予防研究基金　統合研究個別研究の統計的併合
と、これに必要な標準化・データ収集・データベース管理－

2001 坂田清美 和歌山県立医科大学・公衆衛生 ADL阻害要因に関する長期コホート研究

2001 足達寿 久留米大学第三内科
動脈硬化性疾患および悪性腫瘍の発症要因に関する疫学長
期追跡研究

2001 石川鎮清 自治医科大学地域医療学
動脈硬化性疾患の発症要因における多施設大規模コホート
研究：JMSコホート研究

2001 中原範幸
大阪大学大学院医学系研究科社
会環境医学

大動脈壁弾性の進展に影響を及ぼすリスク要因についての縦
断的研究

2001 今井潤
東北大学大学院薬学、医学系研
究科臨床薬学分野

家族自己測定血圧・自由行動下血圧に基づく高血圧・心血管
疾患の地域コホート研究並びにその遺伝子・疫学的研究－大
迫（Ohasama）研究

2001 島本和明
札幌医科大学医学部内科学第2内
科講座

北海道二地域における循環器疾患前向き疫学調査（端野・壮
瞥町研究）

2001 小川久雄 熊本大学医学部循環器内科
熊本・鹿児島地区住民における動脈硬化性疾患に対する危険
因子の長期追跡研究

2001 山田美智子 財）放射線影響研究所 成人健康調査集団における痴呆ならびにADLの評価

2001 岡山明 岩手医大衛生公衛 岩手県北地域における特に女性に着目した多目的コホート

2001 鈴木一夫 秋田県立脳血管研究センター 秋田県における脳卒中危険因子の定量的評価に関する研究

2001 山科章 東京医科大学第２内科
動脈硬化疾患の進展および発病に関する指標としての脈波伝
播速度の大規模集団追跡調査研究

2001 中川秀昭 金沢医科大学公衆衛生学
職業・生活習慣要因と長期循環器疾患発症に関する大規模
職域コホート研究

2001 松林公蔵 京都大学東南アジア研究センター
地域在住高齢者に対する要介護発現予防のための介入効果
の地域特性に関する研究

2001 清原裕
九州大学大学院医学研究院病態
機能内科学

糖尿病の脳卒中および虚血性心疾患罹患に及ぼす影響：久
山町研究

2001 三木哲郎 愛媛大学医学部老年医学講座 動脈硬化性疾患感受性遺伝子の同定とその影響力の検討

2001 平盛勝彦 岩手医科大学第二内科
心臓・血管健診クリニックによる一般住民を対象とした循環器
疾患コホート研究

2001 磯博康
筑波大学社会医学系社会健康医
学

インスリン抵抗性と糖尿病、循環器疾患、痴呆の発症に関す
るコホート研究

2001 新開省二 東京都老人総合研究所 縦断研究による高齢者のdisablement processの解明

2001 新宮哲司
広島大学大学院医歯薬総合研究
科分子病態制御内科学

高齢者における虚血性心疾患危険因子と治療効果の現状（広
島県豊田郡大崎神島における調査）

2001 豊島英明

名古屋大学大学院医学系研究科
健康社会医学専攻社会生命科学
講座公衆衛生学／医学ネットワー
ク管理学分野

生活習慣病発症予防に関する職域コホート研究－インスリン
濃度と危険因子集積の検討－



2001 西永正典 高知医科大学
地域在住高齢者における動脈硬化性疾患の発症と生活機能
障害発現の要因に関する研究（香北町研究）

2001 北村明彦 大阪府立健康科学センター
大阪府八尾市南高安地区における動脈硬化性疾患の動向と
新しい動脈硬化評価法の開発

2001 久代登志男 駿河台日本大学病院
首都圏在住総合健診受診者における心臓血管系疾患発症と
インスリン感受性、高感度CRPを含めた危険因子との関連

2001 鈴木隆雄 東京都老人総合研究所疫学部門
地域高齢者を対象とした大腿骨頸部骨折発症に関するコホー
ト研究－動脈硬化との関連について－

2001 喜多義邦 滋賀医科大学福祉保健医学講座 滋賀県における循環器疾患の発症要因に関するコホート研究

2001 百都健
新潟県厚生連佐渡病院内科・健康
管理室

高齢者IGT、IFGへの教育的介入の糖尿病および動脈硬化性
疾患発症におよぼす影響

2001 大橋靖雄 東京大学大学院生物統計学
日本動脈硬化予防研究基金統合研究－個別研究の統計的
併合とこれに必要な標準化・データ収集・データベース管理－


