１

研究協力団体（第５章に記載のインタビューを行った方を除く）
一般社団法人 長野県医師会
一般社団法人 長野県歯科医師会
一般社団法人 長野県薬剤師会
公益社団法人 長野県看護協会
長野県国民健康保険団体連合会
公益財団法人 長野県健康づくり事業団
一般社団法人 日本禁煙友愛会
公益社団法人 長野県栄養士会
長野県食生活改善推進協議会

２

研究体制
長野県健康長寿プロジェクト・研究事業
氏

名

佐々木 隆一郎
野見山 哲生

役

研究チーム（敬称略）

職 等

長野県飯田保健福祉事務所長

備

考

座 長

信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授

橋本 修二

藤田保健衛生大学医学部衛生学教室教授

曽根 智史

国立保健医療科学院企画調整主幹

塚田 昌大

長野県健康福祉部保健・疾病対策課長

西垣 明子

長野県木曽保健福祉事務所長

竹重 王仁

長野県医師会総務理事

オブザーバー
（平成 27 年３月 24 日現在）

研究チーム幹事
氏

名

役

職 等

備

考

小林

透

長野県健康福祉部長

平成 26 年９月 1 日から

眞鍋

馨

長野県健康福祉部長

平成 26 年８月 31 日まで

山本 英紀

長野県衛生技監

平成 26 年９月 1 日から

清水 剛一

長野県健康福祉部健康福祉政策課長

平成 26 年４月１日から

清水

長野県健康福祉参事兼健康福祉政策課長

平成 26 年３月 31 日まで

林

深
雅孝

長野県健康福祉部医療推進課長

正

長野県健康福祉部健康増進課長

平成 26 年４月１日から

小林 良清

長野県健康福祉部健康長寿課長

平成 26 年３月 31 日まで

村山 隆一

長野健康福祉部介護支援課長

平成 26 年４月１日から

宮下 朋子

長野県健康福祉部健康長寿課介護支援室長

平成 26 年３月 31 日まで

吉沢

（平成 27 年３月 24 日現在）
310

ワーキンググループ（長野県健康福祉部）
氏

名

役

職 等

備

考

久保田 敏広

医療推進課医療係担当係長

平成 26 年４月１日から

社本 雅人

医療推進課医療係担当係長

平成 26 年３月 31 日まで

小林 秀子

健康増進課食育・栄養係長

平成 26 年４月１日から

唐木 里織

健康増進課健康づくり推進係主査保健師

平成 26 年４月１日から

宮島 京子

健康長寿課課長補佐兼健康増進係長

平成 26 年３月 31 日まで

飯田 祥子

健康長寿課疾病対策係主査保健師

平成 26 年３月 31 日まで

介護支援課計画係保健師

平成 26 年６月１日から

介護支援課計画係担当係長

平成 26 年５月 31 日まで

高野 亜希実
矢島 敦子

（平成 27 年３月 24 日現在）
事務局（長野県健康福祉部）
氏

名

役

職 等

備

考

弘

健康福祉政策課企画幹兼課長補佐

平成 26 年９月 1 日から

堀内 昭英

健康福祉政策課企画幹兼課長補佐

平成 26 年８月 31 日まで

須藤 俊一

健康福祉政策課課長補佐兼企画調整係長

佐々木 良

健康福祉政策課企画調整係担当係長

滝沢

（平成 27 年３月 24 日現在）

３

研究受託者 平成 25 年度

一般財団法人 長野経済研究所

平成 25～26 年度 特定非営利活動法人 ＳＣＯＰ

４

研究チーム会議開催経過
開催日

主な検討内容

① 平成 25 年６月７日

座長選出、研究の進め方について

② 平成 25 年 12 月９日

中間まとめについて

③ 平成 26 年１月 14 日

中間まとめについて

④ 平成 26 年３月 25 日

中間報告書（案）について

⑤ 平成 26 年 11 月 11 日

最終報告書の骨子について

⑥ 平成 27 年２月 16 日

最終報告書の原案について
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長野県健康長寿プロジェクト・研究事業

報告書

長野県健康福祉部健康福祉政策課
電 話 ０２６－２３５－７０９３（直通）
ＦＡＸ ０２６－２３５－７４８５
電子メール kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp
住 所 〒380－8570 長野市大字南長野字幅下６９２－２
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.nagano.lg.jp/

312

