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ごあいさつ

国際医療福祉総合研究所
なかむら

所 長

しゅういち

中村 秀一

東京大学法学部卒業。1973 年
厚生省（現厚生労働省）入省。
2001 年厚生労働省大臣官房審
議官。2002 年老健局長、2005
年社会・援護局長、2008 年社
会保険診療報酬支払基金理
事 長 を 歴 任 後、2010 年 から
2014 年 2 月まで内閣官房社会
保障改革担当室長。また 2012
年より一般社団法人 医療介護
福祉フォーラム理事長、国際
医療福祉大学大学院教授。

国際医療福祉総合研究所は、国際医療福祉大学大学院の附属研究機関です。国際医療福
祉大学および大学院の医療・福祉に関する優れた研究リソースを活用し、学内の組織編成の
枠にとらわれない、学問領域横断的な連携をもとに高次元な研究を行うとともに、その成果
を広く社会へ発信していくことを目的として設立されました。
ＷＨＯ
（世界保健機関）の第４代事務局長を務めた故・中嶋宏先生が、1998 年の当研究所
創設時に初代所長を務められて以来、多くの医療福祉分野の第一線で活躍する研究者や実務
家が在籍し、活発な研究活動を行うとともにその成果を多くのシンポジウムやセミナーを通
じて発信してまいりました。
現在わが国は大きな変化の時期を迎えています。世界でも例を見ない超高齢社会が到来し、
さまざまな社会・経済的基盤の構造も、グローバル経済の中で変革が余儀なくされるように
なりました。このような激しい変化の時代にあっては、既存の価値観にとらわれずに発想を
行うこと、また困難な課題に対して決して悲観的になることなく果敢に立ち向かうことが求
められます。
当研究所では、少子高齢化社会における医療介護提供体制の最適化をはじめ、社会インフ
ラとしての病院・福祉施設の経営や、医療福祉現場のより一層の情報化の推進など、医療福
祉分野において現代社会が直面する諸課題の中から、今日的に優先して研究が望まれる課題
に取り組むことを使命としております。特に、
「団塊の世代」が75歳以上の高齢者となる 2025
年に向けた医療・介護提供体制の見直し、医療・介護保険制度の確保、医療・介護産業の振
興のための条件整備、という 3 点を喫緊の課題と位置付けております。
これらに対して学術的な考察にとどまらず、実践的なソリューションを提供すること、
また社会に新たな指針を示す政策提言を行うことをめざし、研究を行ってまいる所存です。
何卒、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

国際医療福祉総合研究所について
国際医療福祉総合研究所は、国際医療福祉大学および大学院の医療・福祉に関する優れた研究リソースを活用
し、学内の組織編成の枠にとらわれない、学内領域横断的な連携をもとに高次元な研究を行うとともに、その成
果を広く社会に発信していくことを目的として、1998年に設立されました。
WHO（世界保健機関）の第 4 代事務局長を務めた故・中嶋宏先生が初代会長を務めたほか、医療福祉分野の第
一線で活躍する多くの研究者や実務家が在籍し、活発な研究活動を行うとともに、その成果を多くのシンポジウ
ムやセミナーを通じて発信してきました。
2013年4月、新所長として、厚生労働省や内閣官房でわが国の医療福祉行政をけん引してきた中村秀一教授を迎
えました。これからの医療福祉のあるべき姿に関してシンクタンクとしての役割を果たしながら、学術的な考察
にとどまらず、実践的なソリューションの提供と、社会に新たな指針を示す政策提言を行うことをめざし、研究
を行ってまいります。

国際医療福祉総合研究所 主な研究員

国際医療福祉大学、大学院の教授陣が研究員として在籍しています。

池田 俊也 ： 日本薬剤疫学会理事（第 17 回学術総会大会長）、日本医療・病院管理学会
理事（第 52 回学術総会長）
。

大熊由紀子 ： 元朝日新聞社 医療福祉担当論説委員。元医療審議会、国民生活審議会、
中央社会福祉審議会委員。

髙橋

泰 ： 日本医療経営学会理事（第 14 回学術総会大会長）。厚生労働省医政局医療

髙橋
丸木
水巻
武藤

紘士 ： 高齢者住宅財団理事長。東京都社会福祉審議会委員長。
一成 ： 元読売新聞編集局 医療情報部長。国際医療福祉大学 常務理事。
中正 ： 元読売新聞編集局 初代社会保障部長。日本医学ジャーナリスト協会会長。
正樹 ： 国際医療福祉総合研究所前所長。国際医療福祉大学大学院 医療経営管理

計画 PDCA 研究会委員。日本医療・病院管理学会評議員。

分野責任者。日本医療マネジメント学会副理事長。医療計画見直し等検討
会座長。中医協入院医療等調査評価分科会長。

初代所長

なかじま

ひろし

中嶋 宏

東京医科大学卒業。医学博士。
1956年フランス政府奨学生として
パリ大学へ留学。フランス国立衛
生研究所員を経て、日本ロシュ研
究所研究管理部長。1979年ＷＨＯ
西太平洋地域事務局長を経て、
1988年WHO事務局長に就任、
日本人として初めて国際機関の
トップとなる（在任期間10年間）
。
1998年～2001年、国際医療福祉
総合研究所長。2013年フランスに
て逝去。

山本 康弘 ： 日本医療・病院管理学会評議員。日本診療情報管理士会評議員。栃木県県北健康福祉センター協議会委員。
渡邉 芳樹 ： 前スウェーデン日本国特命全権大使。元厚生労働省年金局長。旧社会保険庁長官。

（五十音順）

国際医療福祉総合研究所のコンセプト
現在、わが国は大きな変化の時期を迎えています。世界でも例を見ない超高齢社会が到来し、さまざまな社会・
経済的基盤の構造もグローバル経済の中で変革が余儀なくされるようになりました。特に、「団塊の世代」が 75
歳以上の高齢者となる 2025年に向けた医療・介護提供体制の見直し、医療・介護保険制度の確保、医療・介護
産業の振興のための条件整備は喫緊の課題です。
こうした中、国際医療福祉総合研究所では現代社会が直面する諸課題の中から、特に下記 5 項目を今日的に優
先する課題と位置付け、当研究所の研究使命と考えております。

1

医療福祉分野の総合的な研究の推進

2025 年の医療・介護分野の中長期的課題を展望し、医療福祉に関する総合的な研究を行ってまいります。当面、
医療・介護提供体制の在り方、医療・介護を支えるマンパワーの確保、医療・介護サービスを提供する事業体
の経営などを中心テーマとしていきます。

2

医療・介護計画の策定の支援

これからの医療・介護提供体制の改革においては、都道府県の役割の強化、医療計画と介護保険事業計画の
一体的な策定（「地域医療・包括ケア計画」）などがめざすべき方向として提示されています。当研究所として、
都道府県・市区町村の医療計画や介護保険事業計画の策定の支援を行ってまいります。

3

医療福祉分野での政策提言

現代社会が抱える医療福祉分野での課題に対し、学術的な考察にとどまらず、実践的なソリューションを提
供することが当研究所に与えられた使命と捉えています。当研究所やグループ内の人材だけに限らず、広くわ
が国や海外の専門家・実務家とも連携しながら智を結集し、社会に新たな指針を示す政策提言を行うことをめ
ざします。

4

医療福祉施設への経営支援

医療福祉施設は、少子超高齢社会を迎えたわが国の重要な社会インフラです。医療福祉施設が偏在なく存在
し、安定的に医療福祉サービスを提供することが地域の安心・安全につながります。行政の方向性や医療福祉
施設の経営実態を分析し、医療福祉施設の経営支援を行ってまいります。

5

医療福祉分野におけるＩＴ化支援

これまで、ＩＴ化の推進によって医療福祉専門職の負担が軽減されてきたことはご存知のとおりですが、加
速する少子高齢化の中で従来の医療福祉サービスを継続・維持するためには、さらなるＩＴの活用による医療
経営の効率化が不可欠です。また、国内の過疎地域や国際的な医療福祉分野を支援する点からも、ＩＴの活用
は有力なツールであると捉えています。

公開講座「乃木坂スクール」
国際医療福祉大学大学院の社会人向け公開講座「乃木坂ス
クール」において、医療、福祉、介護をテーマにした各種講
座を開講しています。研究所
の研究員が講師を務めるほか、
各界の第一線で活躍中のリー
ダー、有識者の方々をゲスト
講師に迎え、医療福祉の最前
線の情報をわかりやすく解説
します。
＊詳しくは、「乃木坂スクール」ホームページをご覧ください。

https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/nogizaka/

シンポジウム、
セミナーの主催
国際医療福祉大学大学院と共同で、医療、福祉をテーマにした
各種シンポジウム、セミナーをプロデュース、主催しています。
2013 年：
医療シンポジウム「医療改革への処方箋」
2014 年：
ミャンマー国際医療シンポジウム
医療シンポジウム「医療・介護改革を
展望する」
＊詳しくは、国際医療福祉総合研究所のホームページをご覧ください。

https://www.iuhw.ac.jp/souken/
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大田原キャンパス

熱海キャンパス

〒324-8501

〒413-0012

栃木県大田原市北金丸 2600-1

静岡県熱海市東海岸町 13-1

国際医療福祉大学 看護生涯学習センター

国際医療福祉大学熱海病院内

〒107-8402

Tel: 0287-24-3000（代表） E-mail: daigakuin@iuhw.ac.jp

Tel: 0557-81-9171

JR 東北新幹線・JR 東北本線「那須塩原」駅下車、スクールバス約 20 分

JR 東海道新幹線・JR 東海道線「熱海」駅徒歩 8 分または、バス「大学病院前」

成田キャンパス

E-mail: atami.s.c@iuhw.ac.jp

福岡キャンパス

〒814-0001

福岡県福岡市早良区百道浜 2-4-16

〒814-0001

Tel: 0476-20-7701

Tel: 092-407-0434

東京赤坂キャンパス

西鉄バス「医師会館・ソフトリサーチパーク前」下車 徒歩 1 分
〒831-8501

Tel: 0944-89-2000

小田原キャンパス

JR 長崎本線・佐世保線・唐津線「佐賀」駅下車 バス約 30 分、

E-mail: oocamp@iuhw.ac.jp

西鉄「柳川」駅下車 バス約 20 分

神奈川県小田原市城山 1-2-25

Tel: 0465-21-6500

東京都港区赤坂4-1-26

Tel: 03-6230-0331

福岡県大川市榎津 137-1

赤坂見附駅・永田町駅A出口から徒歩3分
〒250-8588

〒107-8402

大川キャンパス

E-mail: tokyo.s.c@iuhw.ac.jp

Fax: 092-407-0474

国際医療福祉大学大学院 赤坂心理相談室

福岡市営地下鉄「西新」駅 徒歩15 分または、

Tel: 03-5574-3900

福岡県福岡市早良区百道浜 2-4-16

Tel: 092-407-0434

E-mail: fukucamp@iuhw.ac.jp

京成本線「公津の杜」駅徒歩1分
〒107-8402 東京都港区赤坂4-1-26

Fax: 03-5574-3836

国際医療福祉大学 九州地区生涯教育センター

〒286-8686 千葉県成田市公津の杜4-3
E-mail: narita.s.c@iuhw.ac.jp

東京都港区赤坂4-1-26

Tel: 03-5574-3835

E-mail: odawara.s.c@iuhw.ac.jp

JR 東海道新幹線・JR 東海道線・小田急線・箱根登山鉄道・大雄山線
「小田原」駅西口 徒歩 3 分

大田原キャンパス

成田キャンパス

東京赤坂キャンパス

小田原キャンパス

熱海キャンパス

大川キャンパス

福岡キャンパス

大学院 医療福祉学研究科
修士課程

博士課程

保健医療学専攻
●看護学分野

医療福祉経営専攻
●医療経営管理分野

保健医療学専攻
●看護学分野

●特定行為看護師養成分野
●助産学分野
●理学療法学分野
●作業療法学分野

●診療情報アナリスト養成分野
●医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
●医療福祉学分野

●助産学分野
●理学療法学分野
●作業療法学分野
●言語聴覚分野

●言語聴覚分野
●視機能療法学分野
●福祉支援工学分野
●リハビリテーション学分野

●医療福祉ジャーナリズム分野
●医療通訳・国際医療マネジメント分野

●視機能療法学分野
●福祉支援工学分野
●リハビリテーション学分野
●放射線・情報科学分野

臨床心理学専攻

●放射線・情報科学分野
●生殖補助医療胚培養分野
●医療福祉教育・管理分野
●臨床検査学分野
●遺伝カウンセリング分野
●災害医療分野

●診療情報管理・分析学分野
●医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
●医療福祉学分野
●医療福祉ジャーナリズム分野
●臨床心理学分野

●生殖補助医療胚培養分野
●臨床検査学分野
●医療福祉経営学分野

大学院 薬学研究科

大学院 薬科学研究科

博士課程（4 年制）

修士課程（2 年制）

医療・生命薬学専攻

生命薬科学専攻
●生命薬学分野

●医療薬学分野

大学院 医学研究科
修士課程（2 年制）

博士課程（4 年制）

公衆衛生学専攻
●国際医療学分野 ●医療福祉管理学分野
●疫学・社会医学分野

医学専攻
●基礎医学研究分野
●臨床医学研究分野

国際医療福祉大学

web

●社会医学研究分野

https://www.iuhw.ac.jp/

【大田原キャンパス】薬学部：薬学科（6 年制） 医療福祉学部：医療福祉・マネジメント学科
【成田キャンパス】医学部：医学科

成田看護学部：看護学科

保健医療学部：看護学科、理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、視機能療法学科、放射線・情報科学科

成田保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、医学検査学科

【東京赤坂キャンパス】赤坂心理・医療福祉マネジメント学部：心理学科、医療マネジメント学科
【福岡キャンパス】福岡看護学部：看護学科

【小田原キャンパス】小田原保健医療学部：看護学科、理学療法学科、作業療法学科

【大川キャンパス】福岡保健医療学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、医学検査学科

大学附属施設
国際医療福祉大学病院（栃木県） 国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県） 国際医療福祉大学三田病院（東京都） 国際医療福祉大学市川病院（千葉県） 国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）
国際医療福祉大学クリニック（栃木）、介護老人保健施設マロニエ苑（栃木）、にしなすの総合在宅ケアセンター（栃木）、国際医療福祉大学塩谷看護専門学校（栃木）

臨床医学研究センター
栃

木

国際医療福祉リハビリテーションセンター、おおたわら
総合在宅ケアセンター、特別養護老人ホームおおたわら
風花苑、特別養護老人ホーム 栃の実荘、情緒障害児短
期治療施設 那須こどもの家

東

京

山王病院、山王メディカルセンター、グループホー
ム青山、特別養護老人ホーム/ 障害者支援施設 新宿
けやき園

福

岡

高木病院、柳川リハビリテーション病院、みずま高邦会病院、
福岡山王病院、介護老人保健施設 水郷苑、有明総合ケアセ
ンター、ケアサポートハウス大川、総合ケアセンターももち、
柳川療育センター、軽費老人ホーム おおかわケアハウス

