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研究分野 医療・介護政策, ケアマネジメント, 地域包括ケア

学位 修士(工学), 博士(保健学)

学歴
1981年大阪大工学部応用物理学科, 1985年大阪大学院工学研究科博士前期課程, 2008年広島大学大学院保健学研究科博士後期

課程

氏名 川越雅弘 部署 保健医療福祉学研究科 職名 教授

著作の名称 単・共 ISBN 発行所、全ページ数 著者、編者名 発行等年月

経歴

1987年川崎製鉄, 1990年帝人, 1997年経営総合研究所, 1998年日本医師会総合政策研究機構主任研究員, 2000年主席研究員, 

2005年国立社会保障・人口問題研究所室長, 2014年社会保障基礎理論研究部長, 2017年埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研

究科 兼 研究開発センター教授

所属学会（役職） 日本公衆衛生学会, 日本老年医学会, 理学療法科学学会, 日本老年社会科学会，日本地域包括ケア学会（評議員）

１．研究業績

（１）著作

地域支援事業の現状・課題と改善策－その２：地域ケア

会議ー
共著 あり

東京法規出版, 医療百論2019, 

32-36（全222頁）
川越雅弘, 先見創意の会(編) 2019.4

地域支援事業の現状・課題と改善策－その１：総合事

業ー
共著 あり

東京法規出版, 医療百論2019, 

26-31（全222頁）
川越雅弘, 先見創意の会(編) 2019.4

（２）論文

論文の名称 単・共 査読 雑誌名、巻（号）、開始-終了ﾍﾟｰｼﾞ 著者、編者名 発表等年月

メディカルICTリーダー養成講座【上級】テキスト 単著 なし
日本医師会ORCA管理機構株

式会社（全245頁）
川越雅弘 2019.9

地域包括ケアの深化に向けた報酬改定のポイントと今後

の課題
単著 なし

地域ケアリング，21(4)：6-

11
川越 雅弘 2019.4

Impact of Outpatient Rehabilitation Service in 

Preventing the Deterioration of the Care-Needs Level 

Among Japanese Older Adults Availing Long-Term 

Care Insurance: A Propensity Score Matched 

Retrospective Study

共著 あり

Int J Environ Res Public 

Health, 10;16(7). pii: E1292. 

doi: 10.3390/ijerph16071292

Michio Maruta, Takayuki Tabira, 

Hyuma Makizako, Akira Sagari, 

Hironori Miyata, Koji Yoshimitsu, 

Gwanghee Han, Kazuhiro Yoshiura, 

Masahiro Kawagoe

2019.4

BPSD関連項目に該当する要支援高齢者の介護度悪化に

関わる要因の検討
共著 あり

保健医療学雑誌，10(1)：19-

26
丸田道雄, 田平隆行, 川越雅弘ほか 2019.4

作業療法士に期待される役割と課題-地域包括ケアシス

テムの深化に向けて-
単独 2019.6第1回九州作業療法学会, 北九州市 〇川越雅弘

介護認定調査における視力・聴力の低下が認知機能低下

リスクへ与える影響
共同 第53回日本作業療法学会, 福岡市

〇丸田道雄, 田平隆行, 佐賀里 昭, 大

勝秀樹, 川越雅弘
2019.9

介護認定調査に基づいた要介護度と生活機能への通所リ

ハビリテーションの効果　傾向スコアマッチングを用い

た後方視的研究

共同 第34回日本老年精神医学会, 仙台

リハビリテーション職に期待される役割と課題：同一職

種間連携,多職種連携の視点から
単著 なし

総合リハビリテーション，

47(4)：305-311
川越 雅弘 2019.4

作業療法士に期待される役割と求められる機能：尊厳の

保持をベースとした自立支援の実践に向けて
単著 なし

臨床作業療法, 16(3)：165-

170
川越 雅弘 2019.8

介護認定調査からみた認知症者のADL・BPSDの実態と

介入
共著 なし

作業療法ジャーナル，

53(11)，1135-1140
丸田 道雄，田平 隆行，川越 雅弘 2019.10

Impact of sensory impairments on dementia incidence 

and symptoms among Japanese older adults,
共著 あり

Psychogeriatrics, 

doi:10.1111/psyg.12494

Michio Maruta, Takayuki Tabira, 

Akira Sagari, Hironori Miyata, Koji 

Yoshimitsu, Gwanghee Han, 

Kazuhiro Yoshiura, Takashi 

Matsuo, Masahiro Kawagoe

2019.11

地域包括ケアに関わる人材の育成に向けた取組みーマネ

ジメント力の強化に焦点を当てて―
単著 なし 老年問題研究，33，37-43 川越 雅弘 2020.2

〇川越雅弘
第10回日本プライマリ・ケア連合

学会学術大会, 京都市

学会名、開催都市 発表者（発表者は○印）

地域包括ケア時代におけるプライマリ・ケア医の役割－

提供体制の構築／多職種連携・協働の視点から－
単独 2019.5

（３）学会発表

学会発表の演題 単・共 発表等年月

47都道府県の第7次医療計画在宅医療分野における評価

指標の設定状況
共同

第1回日本在宅医療連合学会大会, 

新宿区

〇松本佳子, 吉田真季, 埴岡健一, 川

越雅弘
2019.7

〇丸田道雄, 田平隆行, 吉満孝二, 佐

賀里 昭, 宮田浩紀, 韓 こう煕, 吉浦和

宏, 大勝秀樹, 川越雅弘

2019.6
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第78回日本公衆衛生学会総会, 高知

市

〇飯島勝矢, 吉江 悟, 川越雅弘, 福井

小紀子, 田宮菜奈子, 飯島勝矢ほか

埼玉県糖尿病性腎症重症化予防事業における受診勧奨の

効果の検証
共同

第78回日本公衆衛生学会総会, 高知

市

〇川越雅弘, 南 拓磨, 長谷川 元, 松田

昌文, 犬飼敏彦, 片山茂裕

2019.10

要支援・要介護高齢者の生活行為の経年変化

医療・介護レセプトを用いた療養場所の集計手法の検討 共同 2019.10

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究

事業（政策科学推進研究事業））
2018.4～2021.3

２．競争的資金等の研究

競争的資金等の名称 研究期間

厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究

事業）
2018.4～2020.3

47都道府県の第7次医療計画「在宅医療」分野の策定状

況と中間見直しに向けた検討
共同 2019.10

第78回日本公衆衛生学会総会, 高知

市

〇松本佳子, 吉田真季, 吉江 悟, 埴岡

健一, 川越雅弘

2019.10

大学院前期博士課程_地域福祉計画論 15

３．教育業績

（１）講義

講義の名称 科目責任者 コマ数 概要（教育内容・方法等において工夫した点）

該当なし 15

（２）演習

演習の名称 科目責任者 コマ数 概要（教育内容・方法等において工夫した点）

（４）論文指導

対象 期間 主指導・副指導の別及び指導人数

該当なし

（３）実習

実習の名称 科目責任者
学外実習：期間

学内実習：コマ
概要（教育内容・方法等において工夫した点）

（５）その他

名称 期間 概要（教育内容・方法等において工夫した点）

該当なし

該当なし 主指導 名 副指導 名

2019.10～2020.3

厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究

事業）
2018.4～2021.3

厚生労働科学研究費補助金（長寿科学政策研究事業） 2018.4～2020.3

厚生労働科学研究費補助金（認知症政策研究事業） 2019.4～2022.3

厚生労働科学特別研究事業

独居認知症高齢者等が安全・安心な暮ら

しを送れる環境づくりのための研究

（19GB1001）

医療・福祉専門職のマンパワー推計と人

材のための研究（特別研究）

研究分担者

研究分担者

共同 第53回日本作業療法学会, 福岡市
〇佐賀里 昭, 田平隆行, 丸田道雄, 宮

田浩紀, 川越雅弘
2019.9

在宅医療・介護連携の質に関する評価

ツールの開発と検証（H30-長寿-一般-

001）

研究代表者・研究分担者の別研究名

研究代表者

研究分担者

研究分担者

研究分担者

介護保険利用後期高齢者のAmbulatory Care-Sensitive 

Conditionsと療養場所との関連
共同

第78回日本公衆衛生学会総会, 高知

市

〇吉江 悟, 二宮英樹, 北村智美, 川越

雅弘, 飯島勝矢ほか

介護保険施設入居者における3年後の介護認定変化に及

ぼす心身機能及び起居動作の要因
共同 第53回日本作業療法学会, 福岡市

〇宮田浩紀, 丸田道雄, 佐賀里 昭, 田

平隆行, 川越雅弘
2019.9

地域在住認知症高齢者における3年後の介護認定変化に

及ぼす心身機能、生活行為、行動心理症状の要因に関す

る縦断研究

共同 第53回日本作業療法学会, 福岡市
〇田平隆行, 丸田道雄, 佐賀里 昭, 宮

田浩紀, 川越雅弘
2019.9

在宅医療の提供体制の評価指標の開発の

ための研究（H30-医療-一般-012）

保健医療福祉資格に共通して求められる

コンピテンシーの検証と教育カリキュラ

ムの構築に関する研究（H30-政策-指定-

009)

在宅及び慢性期の医療機関で療養する患

者の状態の包括的評価方法の確立のため

の研究（H30-医療-一011）
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厚生労働省 介護報酬改定検証・研究委員会_委員 2013.9～現在

厚生労働省　関東信越厚生局

KAIGO義塾～介護新時代に向けて～
埼玉県老人福

祉施設協議会

労働力減少下での生産性向上についてー継続的な運営と経営を

目指してー
2019.12

（２）国、自治体、学術団体等における委員等

国、自治体、学術団体等の名称 委員等の名称 任期

令和元年度第2回埼玉県主任介護支援専門員レベルアッ

プ研修

埼玉県介護支

援専門員協会
在宅医療・介護連携推進事業を活用した地域づくりの進展 2020.1

厚生労働省老人保健健康増進等事業（事務局：人とまちづくり研究所）
高齢者の社会的リスクに関する基礎的調査研究事業_委

員長
2019.7～2020.3

介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調

査研究事業_副委員長
2019.7～2020.3

厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会_専門委員 2013.9～現在

埼玉県草加市 草加市地域包括支援センター等運営協議会_委員 2017.6～現在

埼玉県志木市 地域包括ケア構築に関するアドバイザー 2018.7～現在

埼玉県北本市 地域包括ケア構築に関するアドバイザー 2018.10～現在

千葉県富津市 地域の支えあいの体制づくりに関するアドバイザー

衛生研究所セミナー
埼玉県衛生研

究所

事業マネジメントの基本的考え方と進め方－健康課題に関する

事業を例に－
2019.6

令和元年度本庄市児玉郡在宅医療介護連携推進事業研修

会
本庄市ほか 多職種連携の機能強化に向けた施策動向と求められる機能 2019.11

４．社会貢献活動

（１）講演会、研修会、公開講座等の講師

講演会、研修会、公開講座等の名称 主催 講演、研修、公開講座等のテーマ 開催年月

厚生労働省老人保健健康増進等事業（事務局：三菱総合研究所）
要介護者等に対するリハビリテーション提供体制の指

標開発研究事業_委員長

2019.11～

2020.3

厚生労働省老人保健健康増進等事業（事務局：東京大学）

医療職・介護職・患者住民の視点を踏まえた質の高い

在宅医療・介護連携の在り方と評価指標に関する調査

研究事業_委員長

関東信越厚生局地域包括ケア推進本部_ 参与 2019.7～現在

2018.5～現在

日本地域包括ケア学会 評議員 2019.12～現在

厚生労働省介護報酬改定・検証委員会
介護サービスにおける機能訓練の状況等に係る調査研

究事業_委員長
2019.6～2020.3

産官学協働による地域包括ケアシステムの効果的・効

率的な構築支援に関する調査研究事業_委員長
2019.6～2020.3厚生労働省老人保健健康増進等事業（事務局：埼玉県立大学）

介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整

備事業の効果的な推進方法に関する調査研究事業_委員
2019.7～2020.3

厚生労働省老人保健健康増進等事業（事務局：日本看護協会）
訪問看護ステーション等の拠点化に関する検討委員会_

委員
2019.7～2020.3

厚生労働省委託事業（事務局：三菱総合研究所） 地域包括ケア「見える化」システム検討委員会_委員 2019.6～2020.3

厚生労働省委託事業（事務局：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）
保険者機能強化推進交付金の評価指標における質の確

保と向上に関する分析、検証及び評価と活用方策に係
2019.6～2020.3

埼玉県 埼玉糖尿病対策推進会議医療費抑制効果推計業務_委員

厚生労働省介護報酬改定・検証委員会

島根県
老人福祉計画・介護保険事業支援計画策定委員会_委員

長
2019.6～現在

2019.9～2020.3

厚生労働省老人保健健康増進等事業（事務局：日本総研）
第8期に向けた介護人材の需給推計ワークシートの開発

に関する調査研究事業_委員長
2019.8～2020.3

厚生労働省老人保健健康増進等事業（事務局：人とまちづくり研究所）
介護サービス事業所等における社会参加活動の適切な

実施と効果の検証に関する調査研究事業_委員長
2019.7～2020.3

東京都国立市 地域医療計画策定部会_副委員長 2018.4～現在

2018.4～現在

埼玉県 埼玉県コバトン健康マイレージ効果検証業務 2018.4～2020.2

埼玉県川越市 川越市介護保険事業計画等審議会_審議委員 2018.4～現在

東京都
東京都高齢者保健福祉施策推進委員会保険者支援部会_

部会長
2019.8～現在

厚生労働省老人保健健康増進等事業（事務局：NTTデータ経営研究所）

令和元年度草加市地域ケア全体会議 草加市
事業マネジメントの基本的考え方と進め方－地域課題の解決に

向けて－
2020.1
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1

1

岡山県倉敷市 地域包括ケア構築に関するアドバイザー 2017.6～現在

該当なし

（３）ジャーナリズムでの発言

メディア等の名称 内容 年月

福井県南越前町 地域包括ケア構築に関するアドバイザー 2018.5～現在

該当なし

（４）その他

項目 相手方等 内容 期間

６．受賞（研究、教育、社会貢献活動に関するもの）

受賞名 主催 受賞年月

学科等における委員会等 ハラスメント等防止対策委員会

５．学内運営

項目 内容 期間

該当なし

８．特記事項

該当なし

７．特許の取得

特許名 特許番号 登録年月

学科等における委員会等 研究推進委員会


