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兵庫県立大学における新型コロナウイルス関連研究の実施について 

 

兵庫県立大学では、社会貢献活動の一環として、アンダーコロナ、ポストコロナにおけ

る社会、経済、産業技術、情報技術等に関する研究を支援することとし、学内で公募を実

施した結果、全学から25件の応募があり、その内の15件を採択しました。 

 

記 

 

１ 趣旨 

コロナ禍による産業活動・社会活動の制限や自粛のため、経済の低迷は深刻な状況と

なっており、収束後の経済の早期立て直しと復活へ向けてのビジョンの策定が大きな課

題となっています。 

また、そのダメージを低く抑えるためには、コロナ禍の中での適切な社会活動や経済

活動の指針を示すことが重要です。加えて、ポストコロナでは、この間の経験や知見を

通して世界の人々の価値観や社会観、世界観が大きく変わり、社会構造、産業構造、経

済活動などが一変することも考えられます。 

このため、アンダーコロナ、ポストコロナにおける社会、経済、産業技術、情報技術

等に関する研究を支援するため、学内で公募を実施することとしました。 

 

２ 採択結果 

  ・採択件数  15件（詳細は裏面一覧表のとおり） 
           

・研究期間：令和3年3月末まで 

 

 

  



兵庫県立大学 令和2年度新型コロナウイルス関連研究一覧 

所属 研究代表者 テーマ 

社会情報

科学部 

加藤 直樹 CT と臨床情報を用いた新型コロナウイルスの予後予測に関す

る研究 

工学研究

科 

高田 忠雄 等温増幅法による新型コロナウイルス迅速検査技術の開発 

 

本田 逸郎 マスク周りの呼吸流れの可視化技術を利用した『新しい生活様

式』の検証と『新しい教育様式』および『新しい研究様式』の

提案 

町田 幸大 新型コロナウイルス増殖阻害剤開発 

 

環境人間

学部 

石倉 和佳 病と異形に関する文化研究―他者としての自然の表象 

 

内田 勇人 アンダー・ポストコロナ対策としての高齢者のフレイル予防に

関する研究 

木村 玲欧 企業・組織・個人事業主等への量的・質的調査による新型コロ

ナウイルス感染症 COVID-19 に係る災害対策・事業継続のあり

方の提言 

竹内 和雄 ウィズ・コロナに向けた効果的な子どもたちへの支援体制構築

研究 ～ストレス、ネット依存に焦点をあてて～ 

中桐 斉之 新型コロナウイルスの感染拡大機構の数理モデルによる解明 

 

看護学部 牛尾 裕子 COVID -19 感染者の療養中から社会生活への復帰 における

QOLに関する研究―with コロナ社会における看護の役割― 

茅野 友宣 兵庫県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に起

因するソーシャルスティグマの実態とその形成要因に関する

調査研究 

シミュレ

ーション

学研究科 

井上 寛康 大規模サプライチェーンシミュレーションによる新型コロナ

ウイルスの経済的影響の推計 

木村  真 遠隔による医療・調剤処方のあり方についての研究 

 

地域ケア

開発研究

所 

林  知里 産学官による医療的ケア児とその家族を中心とした新時代の

多職種連携 

増野 園惠 新型コロナウイルス感染症アウトブレイクが保健医療従事者

に与える心理社会的影響とその低減に向けた方略 

 

 ※各研究テーマの概要は以下のWEBページを参照してください。 

   https://www.u-hyogo.ac.jp/topics/oshirase/20200625.index.html 



令和2年度新型コロナウイルス関連研究事業 兵庫県立大学

№ 所属 研究代表者 研究課題名 研究の概要

1 社会情報科
学部

加藤　直樹 CTと臨床情報を用いた新型コロナウィ
ルスの予後予測に関する研究

兵庫県立尼崎総合医療センターと共同で，国内の11施設のCTデー
タと臨床情報をもとに，新型コロナウィルス感染者の予後予測指
標および予測モデルを作成、検証する。本研究により，ある入院
患者が重症化するかを確率的に予測し，必要な医療リソースを準
備できるようになるため，死亡数の減少や再度の感染拡大による
医療崩壊の防止も期待できる．

2 工学研究科 高田　忠雄 等温増幅法による新型コロナウイルス
迅速検査技術の開発

新型コロナウイルス感染症を迅速、正確かつ安価に診断すること
が可能な新規検査技術の開発が求められている。本研究では、PCR
フリーな“その場診断法”のための基盤技術の確立を目的とし
て、等温増幅法によるシグナルDNA増幅と電気化学デバイスを組み
合わせたウイルスRNA検出センサーの作製を行う。

3 工学研究科 本田　逸郎 マスク周りの呼吸流れの可視化技術を
利用した『新しい生活様式』の検証と
『新しい教育様式』および『新しい研
究様式』の提案

この機械工学分野のプロジェクトでは、マスク周り流れの可視化
を通じ、マスク着用による感染防止効果について知りたいという
社会的要望に応えること、を目的とする。SNSを用いたオンライ
ン・即時・双方向型の学術的情報発信により、学生への時節を得
たオンライン教材の提供、および、社会人への科学的エビデンス
に基づく確かな公衆衛生情報の提供、を実現する。これは『新し
い生活様式』（教育研究を含む）の確立に寄与する。

4 工学研究科 町田　幸大 新型コロナウイルス増殖阻害剤開発 新型コロナウイルスSARS-CoV-2の増殖阻害剤として現在処方され
ているレムデシビル、アビガンはRNA合成酵素の活性を抑制するも
のである。本提案はそのRNA合成酵素そのものを細胞内で作らせな
いようにする薬剤を、当研究室で開発された試験管内タンパク質
合成系を駆使して探索する、というものである。



令和2年度新型コロナウイルス関連研究事業 兵庫県立大学

№ 所属 研究代表者 研究課題名 研究の概要

5 環境人間学
部

石倉　和佳 病と異形に関する文化研究―他者とし
ての自然の表象

日本及び太平洋地域に残る物語や視覚芸術における、病や異形の
体躯、誇張された自然象形などの描写は、英語による旅行記や芸
術批評において語りの対象となってきた。そしてそれらの象形は
しばしば正常なものからの逸脱、もしくは制御できない他者とし
ての自然と捉えられた。本研究ではこれらの描写を文飾や語りの
形態から分析し、負の記憶や表象を再び語り直すための可能な方
法を考察する。

6 環境人間学
部

内田　勇人 アンダー・ポストコロナ対策としての
高齢者のフレイル予防に関する研究

本研究は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛が、地
域住民、特に高齢者の心身の機能（WHO-5、老研式活動能力指標、
GDSほか）やフレイルに及ぼす影響について明らかにすることを目
的とする。また、高齢者のフレイル予防を目的としたコロナ対策
健康プログラムについて検討を加える。

7 環境人間学
部

木村　玲欧 企業・組織・個人事業主等への量的・
質的調査による新型コロナウイルス感
染症COVID-19に係る災害対策・事業継
続のあり方の提言

わが国の新型コロナウイルス感染症COVID-19に関する「緊急事態
宣言発出・延長・解除後」において、兵庫県内を中心とした企
業・組織・自治体・個人事業主が行った「災害対策・事業継続」
の実態と、「各企業・組織等の戦略」および「工夫・教訓」を、
継続的な量的・質的調査で明らかにすることで、今後の感染症・
自然災害における事業継続戦略への基礎資料とする。

8 環境人間学
部

竹内　和雄 ウィズ・コロナに向けた効果的な子ど
もたちへの支援体制構築研究　～スト
レス、ネット依存に焦点をあてて～

本研究は、まずコロナ禍の子どもたちへの影響について実態調査
を行い、その結果に基づいて、兵庫県各地の学校現場等での具体
的な対策に取り組む。未曾有の経験であるので、試行錯誤を繰り
返す研究になることが予想されるが、英知を結集して、子どもた
ちのためになる対策を講じる。



令和2年度新型コロナウイルス関連研究事業 兵庫県立大学

№ 所属 研究代表者 研究課題名 研究の概要

9 環境人間学
部

中桐　斉之 新型コロナウィルスの感染拡大機構の
数理モデルによる解明

新型コロナウィルスの感染症の伝播メカニズムに対して、数理モ
デルに基づく研究を行う。空間的な距離や密度、感染者の移動な
ど、空間の異質性を考慮し、格子確率モデルを用いた新たなモデ
ルを構築し、計算機シミュレーションによる数値解析を行う。そ
の際、軽症者または無症状者の移動能力は、重症者の移動能力よ
りも高いとする。無症状者の高い移動能力は、感染症拡大の原動
力になっている可能性がある。

10 看護学部 牛尾　裕子 COVID -19 感染者の療養中から社会生
活への復帰 におけるQOLに関する研究
―with コロナ社会における看護の役割
―

COVID-19感染者への対応した保健所保健師を対象に、困難と葛藤
についてのインタビューを行う。次に、県内に設置されたCOVID-
19軽症者宿泊施設の療養者対象に療養中から社会復帰におけるヘ
ルスニーズをQOLの観点から調査する。これにより、COVID-19と共
に生きる地域社会のあり方と看護職の役割を提案する。

11 看護学部 茅野友宣 兵庫県内における新型コロナウイルス
感染症(COVID-19)に起因するソーシャ
ルスティグマの実態とその形成要因に
関する調査研究

兵庫県においても、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に起
因する差別や偏見といったソーシャルスティグマ（以下、SS）に
関する報告があり、その防止と対応は急務の課題である。本研究
では、兵庫県内における、SSの実態とその形成要因を明らかとす
ることを目的とし、今後のSSの防止と対応の具体的施策に寄与す
る。

12 シミュレー
ション学研
究科

井上　寛康 大規模サプライチェーンシミュレー
ションによる新型コロナウイルスの経
済的影響の推計

COVID-19による社会変化が引き起こす経済リスクを正確に把握
し，機動的な施策とその効果を多数の候補の中から迅速に検討す
るため，国内企業を網羅するサプライチェーンデータおよび生産
活動モデルによる推計手法を提供する．また，今後断続的に生じ
る国内・国際経済活動の停止による影響についての膨大なシナリ
オを並列計算機により推計する．



令和2年度新型コロナウイルス関連研究事業 兵庫県立大学

№ 所属 研究代表者 研究課題名 研究の概要

13 シミュレー
ション学研
究科

木村　真 遠隔による医療・調剤処方のあり方に
ついての研究

オンライン診療、オンライン調剤処方における技術的、制度的な
課題を整理、抽出し、コロナ対応による時限的な要件緩和の影響
分析を通じて残る規制根拠の妥当性を評価するとともに、技術的
な克服可能性と制度改正の方向性を探る。

14 地域ケア開
発研究所

林　知里 産学官による医療的ケア児とその家族
を中心とした新時代の多職種連携

医療的ケア児を支えるためには、多職種、他機関の協働が必須で
あるが、これまであまり連携が取れていなかった。子どもは、変
化していく社会そのものの中で成長していくため、この未曾有の
危機にある意味非常に柔軟に対応できる側面を有している。子ど
もの成長や変化に寄り添って支援すれば、子ども自身の力が我々
を必要な方向に導いてくれると考え、本研究を計画した。

15 地域ケア開
発研究所

増野　園惠 新型コロナウイルス感染症アウトブレ
イクが保健医療従事者に与える心理社
会的影響とその低減に向けた方略

本研究は、新型コロナウイルス感染症のアウトブレイクが保健医
療従事者に与える心理社会的影響を明らかにするとともに、保健
医療従事者が感染症アウトブレイク下の困難な状況にあっても心
身の健康を保ち役割を遂行できるための支援方法とその提供体制
を探究し、政策提案に繋げる。


