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概 要

①開催日 令和元年10月23日（水）
午前 開会式、学会長講演、特別講演、シンポジウム、紹介ブース・企業展示
午後 奨励賞受賞講演、優秀口演賞選考会、国際参加賞受賞講演、教育講演、

市民公開講座、シンポジウム、地方衛生研究所研修フォーラム、
ランチョンセミナー、一般演題（口演、示説）、自由集会、
紹介ブース・企業展示

令和元年10月24日（木）
午前 教育講演、シンポジウム、一般演題（口演、示説）、紹介ブース・企業展示
午後 教育講演、シンポジウム、一般演題（口演、示説）、

ランチョンセミナー、スポンサードセッション、自由集会、
表彰式および意見交換会、紹介ブース・企業展示

令和元年10月25日（金）
午前 シンポジウム、一般演題（口演、示説）、紹介ブース・企業展示

②会場 高知市文化プラザかるぽーと（高知県高知市九反田2−1）
ホテル日航高知旭ロイヤル（高知県高知市九反田9−15）
高知会館（高知県高知市本町5−6−42）
高知新聞放送会館（高知県高知市本町3−2−15）
自由集会会場：高知新聞放送会館（高知県高知市本町3―2―15）

高知会館（高知県高知市本町5−6−42）
高知市立中央公民館（高知県高知市九反田2−1）
高知県立県民文化ホール（高知県高知市本町4−3−30）
オーテピア（高知県高知市追手筋2−1−1）

③総会メインテーマ 実践と研究との協働の深化 ～マインドとコンピテンシー～

④総会HP http://www.c-linkage.co.jp/jsph78/

⑤事務局 実行委員会事務局・学術部会事務局
高知大学教育研究部医療学系（公衆衛生学）

運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
〒812−0016 福岡市博多区博多駅南1−3−6第三博多偕成ビル
TEL：092−437−4188 FAX：092―437―4182
E-mail：jsph78@c-linkage.co.jp
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行 事 名
日 程

会 場
月 日 時 間

関連行事
日本公衆衛生学会代議員会 10月22日（火） 11：00～13：00 高知会館 3階 飛鳥
日本公衆衛生学会理事会 10月22日（火） 13：30～15：30 高知会館 3階 平安
日本公衆衛生雑誌拡大編集委員会 10月23日（水） 12：30～13：30 高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール
公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会 10月24日（木） 12：10～13：10 旭ロイヤルホテル 2階 あけぼの
感染症事例のリスクアセスメント
研修会

10月25日（金） 12：30～16：00 高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール

自由集会

10月22日（火）
10月23日（水）
10月24日（木）
10月25日（金）

※詳しい時間、会場は自由集会開催ページをご覧ください。

付随行事
衛生学公衆衛生学教育協議会総会 10月22日（火） 15：30～17：30 高知会館 3階 飛鳥
全国衛生部長会議
役員会 10月21日（月） 11：00～13：00 ザ クラウンパレス新阪急高知 4階 星の間
総会 10月21日（月） 13：00～15：50 ザ クラウンパレス新阪急高知 3階 蘭の間
情報交換会 10月21日（月） 17：30～19：30 ザ クラウンパレス新阪急高知 3階 蘭の間

令和元年度政令市保健所長会連絡協議
会・全国保健所長会政令市部会総会 10月20日（日） 10：00～12：00 総合あんしんセンター 3階 大会議室

令和元年度全国政令市衛生部局長会
総会・会長表彰式 10月20日（日） 14：00～16：35 総合あんしんセンター 3階 大会議室
情報交換会 10月20日（日） 18：00～20：00 料理処 希満里

全国保健所長会
第76回総会 10月21日（月） 10：00～17：00 ザ クラウンパレス新阪急高知 3階 花の間
意見交換会 10月21日（月） 17：30～19：30 ザ クラウンパレス新阪急高知 3階 蘭の間

地方衛生研究所全国協議会
第70回総会 10月21日（月） 13：30～17：00 高知城ホール 4階 多目的ホール
情報交換会 10月21日（月） 17：30～19：30 ザ クラウンパレス新阪急高知 3階 蘭の間

第55回全国精神保健福祉センター
研究協議会

理事会 10月21日（月） 11：00～12：00 城西館 3階 孔雀の間
全国精神保健福祉センター長会会議 10月21日（月） 13：00～14：35 城西館 2階 日輪の間
研究協議会 10月21日（月） 14：40～17：00 城西館 2階 日輪の間

10月22日（火） 9：05～15：55 城西館 2階 日輪の間
意見交換会 10月21日（月） 18：00～19：30 城西館 1階 太陽の間

全国保健統計協議会
役員会 10月21日（月） 11：00～12：00 高知城ホール 2階 大会議室
総会・講演会・事例発表 10月21日（月） 13：30～16：30 高知城ホール 2階 大会議室

全国保健師教育機関協議会
秋季研修会 10月26日（土） 9：30～11：30 高知市文化プラザかるぽーと 中央公民館11階大講義室

関連・付随行事
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（令和元年8月16日現在）●役員

運営組織体制

名 誉 学 会 長 尾 﨑 正 直 高知県知事
名 誉 顧 問 岡 﨑 誠 也 高知市長
学 会 長 安 田 誠 史 高知大学教育研究部医療学系教授
副 学 会 長 岡 林 弘 毅 高知県医師会会長

鎌 倉 昭 浩 高知県健康政策部部長
村 岡 晃 高知市健康福祉部部長

顧 問 櫻 井 克 年 高知大学学長
監 事 中 嶋 真 琴 高知県健康政策部健康長寿政策課課長

池 堤 高知市保健所地域保健課課長

氏 名 所 属
委 員 長 安 田 誠 史 高知大学教育研究部医療学系教授
副 委 員 長 臼 井 隆 高知県医師会副会長

鎌 倉 昭 浩 高知県健康政策部部長
村 岡 晃 高知市健康福祉部部長

委 員 植 田 彩 子 高知県歯科衛生士会会長
（五十音順） 上 岡 英 和 高知県獣医師会会長

川 﨑 敏 久 高知県衛生環境研究所所長
巴 昭 彦 高知県診療放射線技師会会長
西 森 康 夫 高知県薬剤師会会長
野 嶋 佐由美 高知県立大学学長
野 村 和 男 高知県歯科医師会会長
浜 口 理 恵 高知県助産師会会長
福 永 一 郎 高知県保健所長会会長
藤 原 房 子 高知県看護協会会長
宮 本 謙 三 高知県理学療法士協会会長
森 田 陽 子 高知県栄養士会会長
山 﨑 正 雄 高知県精神保健福祉センター所長
山 中 茂 雄 高知県臨床検査技師会会長

●実行委員会
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氏 名 所 属
部 会 長 安 田 誠 史 高知大学教育研究部医療学系（公衆衛生学）教授
副 部 会 長 宮 野 伊知郎 高知大学教育研究部医療学系（公衆衛生学）講師

福 永 一 郎 高知県保健所長会会長
委 員 荒 牧 礼 子 高知県立大学健康栄養学部健康栄養学科准教授
（五十音順） 家 保 英 隆 高知県健康政策部副部長兼幡多福祉保健所保健監

上 田 佳 奈 高知市保健所管理主幹健康推進担当係長事務取扱
栄 徳 勝 光 高知大学教育研究部医療学系（環境医学）講師
奥 谷 文 乃 高知大学教育研究部医療学系（看護学科地域看護学講座）教授
川 﨑 敏 久 高知県衛生環境研究所所長
久保田 聰 美 高知県立大学看護学部看護学研究科教授
小 林 淳 高知県立大学健康栄養学部健康栄養学科特任教授
杉 本 加 代 高知大学教育研究部医療学系（看護学科地域看護学講座）講師
杉 本 章 二 公益財団法人高知県総合保健協会中央健診センター医局長
田 上 豊 資 高知県健康政策部医監兼中央東福祉保健所保健監
時 長 美 希 高知県立大学看護学部看護学研究科教授
豊 田 誠 高知市保健所所長
濵 田 純 全国保健師長会高知県支部支部長
堀 川 俊 一 高知市保健所前所長
山 﨑 正 雄 高知県精神保健福祉センター所長

●学術部会
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参加される方へのお知らせ

1．第78回学会総会にご参加の皆様へ
（１）参加証（ネームカード）の着用について

会場へ入場する際には、必ず参加証（ネームカード）をご着用ください。
ネームカードは参加領収書を兼ねており、次の方法で交付いたします。
・抄録集の事前申込をされた方には、「抄録集」と一緒に送付いたします。
・抄録集事前申込をされてない方は、総会当日、受付にて抄録集代金8,000円を納め、抄録集と一緒にお受け取
りください。

（２）当日受付
場 所：高知市文化プラザかるぽーと2階 エントランスロビー、高知会館2階 ロビー
日 時：10月23日（水）8：00～17：30

10月24日（木）8：00～16：30
10月25日（金）8：00～11：30

（３）表彰式および意見交換会
本総会では、参加者の皆様にプログラム以外でも学術交流の場を提供させていただきたく、以下の通り表彰式お
よび意見交換会を開催いたします。
日 時：10月24日（木）18：30～
会 場：三翠園（https://sansuien.co.jp/）参加費：¥8,000―（事前登録：¥6,000―）

（４）ランチョンセミナー整理券配布
配布場所：高知市文化プラザかるぽーと2階 エントランスロビー
配布日時：10月23日（水）8：00～11：30

10月24日（木）8：00～11：30
※各日とも、セミナー当日分の整理券のみ配布いたします。
※整理券は、該当セミナー開始5分後に無効となりますのでご注意ください。

2．特別プログラムの座長の方へ
ご担当のプログラム開始10分前までに会場内ステージ向かって右手前方の「次座長席」へご着席ください。
担当時間内の運営は座長に一任いたしますが、終了が予定時間より遅れないようご協力をお願いいたします。

3．一般演題（口演）の座長の方へ
ご担当セッション開始10分前までに会場内ステージ向かって右手前方の「次座長席」へご着席ください。
1演題の発表時間は12分（発表7分、討論5分）です。限られた時間内で発表が円滑に進むようご配慮ください。

4．一般演題（示説）の座長の方へ
ご担当のセッション開始30分前までにポスター会場付近の「座長受付」で座長用リボンをお受け取りいただき、
10分前までにご担当セッションのポスター付近にて待機してください。開始時刻となりましたら、セッションを
開始してください（開始のアナウンスはありません）。
1演題の発表時間は5分（発表3分、討論2分）です。セッション開始時刻と終了時刻は厳守してください。
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5．特別プログラムおよび一般演題（口演）の演者の方へ
プログラム開始30分前までに、ご発表いただく会場の「PCデータ受付」で発表データの受付を行ってください。
発表は事務局で用意した PC（Windows版 PowerPoint2010/2013/2016）をご使用いただき、液晶プロジェクターを
利用したプレゼンテーションを行っていただきます。発表中の画像操作はご自身でキーボードとマウスを操作し
て画面を進めていただきます。
進行は座長に一任しておりますが、持ち時間は厳守してください。
〈PCデータ受付〉
場所：高知市文化プラザかるぽーと1階 ホワイエ

ホテル日航高知旭ロイヤル2階 ロビー
高知会館3階 ロビー
高知新聞放送会館7階 ロビー

日時：10月23日（水）、24日（木）、25日（金）
（１）発表方法

すべての口演は、PC（PowerPoint）での発表となります。35mmスライド、ビデオ、DVDでの発表はできませ
んのでご注意ください。

（２）データの持ち込み方法
・Windowsで作成した発表データは、PC本体あるいはメディア（CD-R、USBメモリ）でご持参ください。そ
の他のメディア（CD-RW、MO、FD、ZIP等）は対応できませんのでご注意ください。
・Macintoshで作成したデータは、PC本体お持ち込みのみ（OS 10以上）の対応とさせていただきます。
・文字フォントは PowerPointに設定されている標準的なフォントをご使用ください。

推奨フォント
（日本語）MSゴシック、MS Pゴシック、MS明朝、MS P明朝
（英語）Century、Century Gothic等

・動画ファイルを使用される方は、ご自身のパソコンをお持ち込みください。パソコンをお持ち込みの場合でも
バックアップデータを CD−R/USBメモリでご持参ください（容量：CD-R 1枚以内、DVDは不可）。また、動
画ファイルはWindows Media Playerで再生できる標準のフォーマットのものに限定します（音声には対応し
ておりません）。

（３）PCのスペックおよび使用ソフト
・会場内に設置する PCはWindows（OS Windows10）、使用ソフトはMicrosoft PowerPoint2010、2013、2016をご
用意いたします。
・プロジェクター解像度は XGA（1024×768ドット）です。なお、発表は一面投射とします。
※セッションの進行及び演台スペースの関係上、PowerPointの発表者ツールはご使用できません。
発表原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトをご持参ください。

（４）PC本体をお持ち込みになる場合
・OSはWindows、Macintoshのどちらも使用可能です。ただし、映像出力端子はMiniD-sub15Pin、もしくは
HDMIが備わったものをご用意ください。また、省電力機能、スクリーンセーバーはオフに設定してください。
・Macintoshを含め、上記の映像出力端子以外の場合は、ご自身で変換コネクターをご持参ください。
・ACアダプターは必ずご持参ください。
・CD-Rまたは USBメモリに保存したバックアップデータをご持参ください。
・お預かりしたパソコンは発表終了後、PCオペレーターより返却いたしますので、ご自身でお引き取りください。

（５）発表データの削除
・事務局用意の PCにコピーした全発表データは、発表終了後、事務局で完全消去します。

6．一般演題（示説）で発表する方へ
演題
番号 演題名・演者名・所属

200

200

100

2100

1800

700

900

（１）事務局準備品
事務局では以下のものをご用意いたします。
ボ ー ド：1題ごとに縦2,100mm×横900mmの縦長のパネルをご用意いたします。
演 題 番 号：掲示板左上部に、演題番号（200mm×200mm）を取り付け表示します。
ピン・画鋲：ポスター貼付用のピン・画鋲は事務局でご用意いたします。

テープ・糊は使用できません。
（２）ポスターの作成要領

図にある通り、縦1,800mm×横900mmが本文の貼付有効範囲です。
本文とは別に、縦200mm×横700mmの大きさに演題名・演者名・所属を記入したも
のをご準備ください。用紙の形式は特に決まりがありません。文字の大きさは見やす
く作成してください。
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※上記撤去時間を過ぎても掲示されているポスターは、事務局にて処分させていただきます。

（3）示説の討論時間
示説発表は座長制で行います。発表時間5分（発表3分、討論2分）を厳守し、円滑な運営にご協力ください。発
表の方の専用受付デスクはありません。ポスターの掲示をもって受付といたします。

日付 貼付時間 掲示時間 セッション時間 撤去時間 演題番号

10月23日
（水） 12:00～14:00 14:00～17:00 14:00～17:00 17:00～17:30

第2分科会 （P-0201～P-0202）
第3分科会 （P-0301～P0310）
第4分科会 （P-0401～P-0402）
第6分科会 （P-0601～P-0602）
第8分科会 （P-0801）
第9分科会 （P-0901）
第12分科会（P-1201～P-1202）
第15分科会（P-1501～P-1504）
第21分科会（P-2101～P-2103）

10月24日
（木）

10月23日（水）
17:30～18:30

10月24日（木）
8:00～9:00

9:00～12:00 9:00～12:00 12:00～12:30

第2分科会 （P-0203～P-0206）
第4分科会 （P-0403～P-0404）
第5分科会 （P-0501～P-0503）
第6分科会 （P-0603～P-0608）
第7分科会 （P-0701～P-0704）
第8分科会 （P-0802）
第9分科会 （P-0902）
第11分科会（P-1101～P-1102）
第12分科会（P-1203～P-1204）
第13分科会（P-1301～P-1302）
第22分科会（P-2201）
第23分科会（P-2301）
English Session（P-EP01）

10月24日
（木） 12:30～14:00 14:00～17:00 14:00～17:00 17:00～17:30

第1分科会 （P-0101～P-0104）
第5分科会 （P-0504～P-0506）
第10分科会（P-1001～P-1004）
第11分科会（P-1103）
第12分科会（P-1205～P-1206）
第13分科会（P-1303～P-1304）
第14分科会（P-1401）
第15分科会（P-1505～P-1506）
第16分科会（P-1601～P-1602）
第17分科会（P-1701～P-1702）
第18分科会（P-1801～P-1802）
第20分科会（P-2001～P-2002）
第22分科会（P-2202）
第23分科会（P-2302）
English Session（P-EP02）

10月25日
（金）

10月24日（木）
17:30～18:30

10月25日（金）
8:00～9:00

9:00～12:00 9:00～12:00 12:00～13:00

第1分科会 （P-0105）
第2分科会 （P-0207）
第5分科会 （P-0507～P-0514）
第6分科会 （P-0609～P-0610）
第8分科会 （P-0803～P-0806）
第12分科会（P-1207～P-1208）
第13分科会（P-1305）
第14分科会（P-1402～P-1403）
第16分科会（P-1603～P-1604）
第17分科会（P-1703～P-1704）
第19分科会（P-1901～P-1902）
第20分科会（P-2003～P-2004）
English Session（P-EP03）
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日本公衆衛生学会
〒160―0022 東京都新宿区新宿1―29―8 公衛ビル内
TEL：03―3352―4338 FAX：03―3352―4333
URL：http://www.jsph.jp/

日本公衆衛生学会
COI 開示

発表者名：公衆太郎，衛生次郎，健康三郎

演題発表に関連し、発表者らに開示すべき
COI 関係にある企業などはありません。

日本公衆衛生学会
COI 開示

発表者名：公衆太郎，衛生次郎，健康三郎

演題発表に関連し、発表者らが開示すべき
COI 関係にある企業等は下記です。

（開示例）

発表者全員，過去 3 年間を一括して
講演料・A 会社，B 会社
原稿料・C 会社
奨学寄附金・B 会社，D 会社

7．症例報告をする際の個人情報の取扱いに関する留意点
以下の各項目に記述された事項は可能な限り遵守してください。
1）対象者個人の特定可能な氏名、病院名、入院番号・診療番号・検査番号等、イニシャルまたは「呼び名」は
記載しない。

2）対象者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は都道府県名、二次医療圏名ま
でを記載することを可とする。

3）日付は、対象疾患の経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断される場合は年
月までを記載してよい。

4）他の情報と診療科名を照合することにより対象者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
5）対象者の顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真
とする。

6）対象者を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
7）対象者の職業歴、既往歴、家族歴、宗教歴、生活習慣・嗜好は、報告対象疾患との関連性が薄い場合は記述
しない。

公衆衛生学的視点から是非必要であり上記の配慮が一部困難な場合、もしくは上記の配慮をしても個人が特定化
される可能性のある場合は、発表に関する同意を対象者自身（または代理人、小児では保護者）から得たことを
明記する。

8．「COI に関する開示」について
日本公衆衛生学会「公衆衛生学研究の COI（利益相反）に関する指針と細則（https://www.jsph.jp/about/coi/index.
html）」に従って全ての発表者（筆頭演者および共同演者）は、事前と当日に COIに関しての自己申告と開示を
してください。詳細は日本公衆衛生学会までお問い合わせください。

■スライド開示例
発表者の COIの開示について

■ポスター開示例
ポスターの適当な場所（例えば、結論の後や謝辞の前後）に「演題発表に関連し、発表者らに開示すべき COI
関係にある企業などはありません。」もしくは、「演題発表に関連し、発表者らが開示すべき COI関係にある
企業等は下記です。」と記載する。
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9．クロークについて
下記の通り、クロークをご用意いたします。
スペースに限りがありますので、荷物が収容数を超えた場合には、別の場所のご案内や、お預かりをお断りする
ことがございます。予めご了承ください。
場 所：高知市文化プラザかるぽーと2階、高知会館2階
日 時：10月23日（水）8：00～18：30

10月24日（木）8：00～18：00
10月25日（金）8：00～14：00

10．託児について
託児所に関しましては、学会総会ホームページでご確認ください。（9月中に掲載予定）

11．昼食について
会場から徒歩圏内の高知市中心街に多数の飲食店がございます。

12．喫煙について
会場内は禁煙です。会場外敷地内での喫煙については、各施設の規定に従ってください。

13．会場での呼び出しについて
会場内での呼び出しは、原則として行いません。総合受付付近の連絡板をご利用ください。
会場内では携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。

14．取得単位について
○日本公衆衛生学会公衆衛生学専門能力認定について
本総会では、総会出席（25ポイント）、一般演題筆頭演者（30ポイント）、一般演題共同演者（15ポイント）が
認められます。

○その他・審査中の認定制度
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度研修会
単位が認められる場合は、第78回日本公衆衛生学会総会ホームページ、または抄録集にてお知らせいたしま
す。

15．オンライン抄録集について
総会ホームページより、ご案内いたします。（10月中に掲載予定）





14

高知橋高知橋

高知駅前高知駅前

蓮池町通蓮池町通
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グランド通グランド通
鏡川橋
朝倉
いの方面

鏡川橋
朝倉
いの方面

文珠通
領石通

ごめん方面

文珠通
領石通

ごめん方面

県庁前県庁前
高知城前高知城前 大橋通大橋通

はりまや橋はりまや橋
堀詰堀詰

デンテツ
ターミナルビル前
デンテツ

ターミナルビル前
宝永町宝永町

梅ノ辻梅ノ辻

桟橋通一丁目桟橋通一丁目

桟橋通二丁目桟橋通二丁目

知寄町一丁目知寄町一丁目
菜園場町菜園場町

鏡川

県警本部

高知市役所

高知城

高知県庁

はりまや橋
観光バス
ターミナル

筆山公園

高知市総合運動場

とさでん交通後免線とさでん交通後免線

と
さ
で
ん
交
通
桟
橋
線

と
さ
で
ん
交
通
桟
橋
線

筆山トンネル

筆山トンネル

高知新聞放送会館

オーテピア

高知県立県民
文化ホール高知会館

三翠園
ホテル日航高知
旭ロイヤル

高知市文化プラザ
かるぽーと

高知市立中央公民館

高知駅高知駅入明駅入明駅

■とさでん交通（路面電車）利用の場合（電車運賃：市内均一200円）
●「ホテル日航高知旭ロイヤル /高知市文化プラザかるぽーと」から
　「高知新聞放送会館 /高知会館 /高知県立県民文化ホール /三翠園」まで
・最寄り電停は「菜園場町」
　（「ホテル日航高知旭ロイヤル」から北へ徒歩約３分、「高知市文化プラザかるぽーと」から東へ徒歩約２分）
・「はりまや橋・鏡川橋・いの方面」行き（西行き）乗り場から乗車
・行先が「桟橋車庫」または「桟橋通五丁目」以外の、すべての電車（日中は約5分間隔）を利用可
・電停「高知城前」で下車（所要時間：約10分）すると、すぐ北が「高知新聞放送会館」
・電停「県庁前」で下車（所要時間：約11分）すると、すぐ南が「高知会館」
・電停「県庁前」で下車し、南へ徒歩数分で「高知県立県民文化ホール /三翠園」

●「高知会館 /高知新聞放送会館」から「高知市文化プラザかるぽーと /ホテル日航高知旭ロイヤル」まで
・最寄り電停は「県庁前」または「高知城前」
・「はりまや橋・領石通・ごめん方面」行き（東行き）乗り場から乗車
・行先が「高知駅」、「桟橋車庫」または「桟橋通五丁目」以外の、すべての電車（日中は約5分間隔）を利用可
・電停「菜園場町」で下車（所要時間：約11分）し、西へ徒歩約2分で「高知市文化プラザかるぽーと」、
南へ徒歩約3分で「ホテル日航高知旭ロイヤル」

●「ホテル日航高知旭ロイヤル /高知市文化プラザかるぽーと」から「オーテピア」まで
・最寄り電停は「菜園場町」
・「はりまや橋・鏡川橋・いの方面」行き（西行き）乗り場から乗車
・行先が「桟橋車庫」または「桟橋通五丁目」以外の、すべての電車（日中は約5分間隔）を利用可
・電停「大橋通」（所要時間：約9分）で下車し、北へ徒歩約3分で「オーテピア」

■徒歩の場合
●「高知市文化プラザかるぽーと」と「高知新聞放送会館」の間　所要時間：約20分
●「ホテル日航高知旭ロイヤル」と「高知会館」の間　所要時間：約25分
■タクシー利用の場合
●「高知市文化プラザかるぽーと」と「高知会館」の間　所要時間：約8分

会場間の移動方法について

〔学会会場〕高知市文化プラザかるぽーと／高知新聞放送会館／高知会館／ホテル日航高知旭ロイヤル
〔自由集会会場〕高知新聞放送会館／高知会館／高知市立中央公民館／高知県立県民文化ホール／オーテピア

会場周辺地図

会場への交通案内図
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会場までの交通アクセス
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運営事務局

会場案内図
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参加受付
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第１日目：10月23日（水）
9:008:00 13:0010:00 11:00 12:00

第１会場
大ホール(2階)

第２会場
小ホール(2階)

第３会場
高新文化ホール

(7階)

第４会場
飛鳥(3階)

第５会場
平安(3階)

第６会場
あけぼの(2階)

第７会場
51号室(5階)

第８会場
81号室(8階)

示説①展示①
ゴールデンパシフィック、

ホワイエ(3階)

示説②展示②
白鳳(2階)

自由集会
特別学習室(9階)
自由集会
第1学習室(9階)
自由集会

第3多目的室(3階)
自由集会

第11多目的室(1階)
自由集会
ホール(4階)

オ
ー
テ

ピ
ア

高
知
会
館

高
知
会
館

旭
ロ
イ
ヤ
ル

ホ
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ル

旭
ロ
イ
ヤ
ル

ホ
テ
ル

中
央
公
民
館
高
知
県
立
県
民
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化
ホ
ー
ル

か
る
ぽ
ー
と

高
知
新
聞

放
送
会
館

高
知
新
聞

放
送
会
館

1010454540403030 1515 5050 5555 2525

2020 3030 30

10

2025 45 25

20 50 50

4516 30

20 3030 4040 10

開会式 総会

特別講演
日本一の健康長寿
県構想について
座長：磯　博康
演者：尾﨑正直

学会長講演
実践と研究との協働を深化させる
マインドとコンピテンシー
座長：今中雄一
演者：安田誠史

シンポジウム１
高知から考える南海トラフ地震等

広域災害への備え
座長：安村誠司、奥田博子

シンポジウム２
地域が連携し行う　子どもたちの

「生きる力」を育む教育
座長：家保英隆、渡會睦子

シンポジウム３
健康経営の効果と普及策
座長：津下一代、仁賀建夫

シンポジウム４
薬機法改正と公衆衛生における

今後の薬剤師の役割
～持続可能な社会保障のために～
座長：川﨑直人、多根井重晴

ランチョン
セミナー
一般社団法人
日本ワクチン産業協会

日本公衆衛生
雑誌拡大
編集委員会

前日：10月22日（火）
9:008:00 13:0010:00 11:00 12:00

第３会場
高新文化ホール(7階)
第７会場
51号室(5階)
自由集会

特別学習室(9階)

高
知
新
聞

放
送
会
館
中
央

公
民
館

貼付・示説掲示

展示

貼付・示説掲示

展示

55 50 4045

05 25 25

30

40

40 10 20 50

15

10

30

1040

日程表
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10454030 15 50 55 25

20 30 3030

1010

20202525 4545 2525

2020 5050 5050

45451616 3030

2020 30303030 40404040 1010
シンポジウム5 市民公開シンポジウム
いきいき百歳体操～住民主体の介護予防は、

地域包括ケアを育む土壌～
座長：柳　尚夫、堀川俊一

シンポジウム６
モニタリングレポート委員会による「賛否の
分かれる公衆衛生対策に関するディベート」

座長：尾﨑米厚

シンポジウム８
（地方衛生研究所研修フォーラム） 

マスギャザリングにおける感染症危機管理
座長：四宮博人、調　恒明

シンポジウム11
障がい者のヘルスプロモーション-
誰一人取り残さない地域づくり

座長：岩室紳也

シンポジウム７
フィンランドのネウボラから学ぶ児童虐待

予防の方策と親子保健の再構築
座長：中島正夫、播本雅津子

シンポジウム9
受動喫煙防止－ 改正健康増進法
の実効性を高めるために

座長：中村正和、姜　英

シンポジウム10
地方自治体のヘルスケア分野におけるEBPM
実現を目指して～課題の構造化と組織内連携～
座長：大久保一郎、鈴木幸雄

教育講演1
新生児・乳幼児の難聴

(きこえ)と地域での保健活動
座長：山崎嘉久
演者：福永一郎
教育講演2

健康寿命延伸に向けたナショナル
センターの疾患横断的研究連携
座長：玉腰暁子
演者：井上真奈美

シンポジウム12
襲来が予測される震災に東日本大震災の
東北3県沿岸部での公衆衛生活動と

教訓を活かす
座長：渡會睦子、廣末ゆか

自由集会11
代表世話人：渡會睦子

自由集会12
代表世話人：加藤誠也

自由集会13
代表世話人：宮園将哉

自由集会14
代表世話人：福田英輝

自由集会15
代表世話人：山縣然太朗

自由集会16
代表世話人：山本秀樹

自由集会17
代表世話人：井倉一政

自由集会18
代表世話人：鈴木仁一

自由集会6
代表世話人：篠田邦彦

自由集会7
代表世話人：中瀨克己

自由集会4
代表世話人：岸恵美子

自由集会5
代表世話人：佐藤拓代

自由集会19
代表世話人：戸張裕子

自由集会20
代表世話人：植木章三

自由集会８
代表世話人：三沢あき子

自由集会９
代表世話人：安梅勅江

自由集会10
代表世話人：安田誠史

展示

貼付・示説掲示

貼付・示説掲示

撤去 貼付・示説掲示

撤去 貼付・示説掲示

奨励賞受賞講演

優秀口演賞選考会 国際参加賞受賞講演

20:00 21:0013:00 14:00 16:0015:00 17:00 19:0018:00

一般演題(口演)
第21分科会
（O-2101）

5555 5050 40404545
一般演題(口演)
第20分科会
（O-2001）

0505
一般演題(口演)
第2分科会
（O-0201）

2525
一般演題(口演)
第1分科会
（O-0101）

一般演題(示説)
第3分科会､第6分科会､第9分科会､第12分科会､第15分科会

（P-0301～P0310､P-0601～P-0602､P-0901､
P-1201～P-1202､P-1501～P-1504）

展示
一般演題(示説)

第2分科会、第4分科会、第8分科会、第21分科会
（P-0201～P-0202､P-0401～P-0402､

P-0801､P-2101～P-2103）

2525

3030

4040

4040 1010 2020 5050

1515

1010

一般演題(口演)
第1分科会
（O-0102）

一般演題(口演)
第1分科会
（O-0103）

一般演題(口演)
第7分科会
（O-0701）

一般演題(口演)
第7分科会
（O-0702）

一般演題(口演)
第8分科会
（O-0801）

一般演題(口演)
第23分科会
（O-2301）

一般演題(口演)
第5分科会
（O-0501）

一般演題(口演)
第5分科会
（O-0502）

3030

10104040

自由集会3
代表世話人：嶋村清志

自由集会2
代表世話人：福永一郎

自由集会1
代表世話人：大西眞由美

20:00 21:0013:00 14:00 16:0015:00 17:00 19:0018:00
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第２日目：10月24日（木）
9:008:00 13:0010:00 11:00 12:00

第１会場
大ホール(2階)

第２会場
小ホール(2階)

第３会場
高新文化ホール

(7階)

第４会場
飛鳥(3階)

第５会場
平安(3階)

第６会場
あけぼの(2階)

第７会場
51号室(5階)

第８会場
81号室(8階)

示説①展示①
ゴールデンパシフィック、
ホワイエ(3階)

自由集会
特別学習室(9階)
自由集会
第1学習室(9階)

富士の間

自由集会
第3多目的室(3階)
自由集会

第11多目的室(1階)

中
央
公
民
館
高
知
県
立
県
民

文
化
ホ
ー
ル

三
翠
園

高
知
会
館

高
知
会
館

旭
ロ
イ
ヤ
ル

ホ
テ
ル

旭
ロ
イ
ヤ
ル

ホ
テ
ル

か
る
ぽ
ー
と

高
知
新
聞

放
送
会
館

高
知
新
聞
放
送
会
館

5050 2020 3030

1010

1515 15151010

50 50

50 50

15

30

40

35 45

45

10 25

30

20 50 3020

10

10

シンポジウム13
地域包括ケアと災害医療対策
座長：松本良二、石田久美子

シンポジウム17
AI､IoT､ビッグデータを用いた

これからの公衆衛生
(国立保健医療科学院企画)
座長：曽根智史、三浦宏子

シンポジウム14
保健師の地区担当制がめざすもの
 ～駐在保健師制度にこだわった

高知からの発信～
座長：中板育美、中島信恵

シンポジウム18
生活困窮世帯およびその
子どもへの健康支援のあり方
座長：近藤尚己、黒谷佳代

シンポジウム15
スマホ･ネット･ゲーム依存

対策の最前線
 ～公衆衛生学的アプローチ～
座長：井谷　修、尾崎米厚

シンポジウム19
高齢者の低栄養に関する研究と
地域包括ケアシステムの実践
座長：澁谷いづみ、丸山広達

シンポジウム16
地域における海外からの感染症対策 
ー厚生労働省検疫所と自治体の連携ー
座長：柏樹悦郎、垣本和宏

一般演題(口演)
第5分科会
（O-0503）

05051010

一般演題(口演)
English Session
（O-EO01）

一般演題(口演)
第10分科会
（O-1001）

一般演題(口演)
第10分科会
（O-1002）

1515 1515 0505

3030

一般演題(口演)
第3分科会
（O-0301）

一般演題(口演)
第3分科会
（O-0302）

一般演題(口演)
第3分科会
（O-0303）

4040 4545
教育講演３

日本人の食事摂取基準
(2020年版):

公衆衛生はどう活用すべきか？
座長：安村誠司
演者：佐々木敏

一般演題(口演)
第11分科会
（O-1101）

5555

一般演題(口演)
第9分科会
（O-0901）

シンポジウム20
期待される性感染症予防教育とは
座長：伊東則彦、白井千香

ミニシンポジウム１
高齢者支援と子ども・子育て
支援における地域多世代型
アプローチは可能か？

座長：藤原佳典、福島富士子

ランチョン
セミナー

武田薬品株式会社

ランチョン
セミナー

原田産業株式会社

公衆衛生
モニタリング･
レポート
拡大委員会

貼付・示説掲示

展示

撤去 貼付・
示説掲示

20 20 25 05 05

一般演題(示説)
第5分科会､第6分科会､第7分科会､第9分科会､
第12分科会､第13分科会､第23分科会

（P-0501～P-0503､P-0603～P-0608､P-0701～P-0704､
P-0902､P-1203～P-1204､P-1301～P-1302､P-2301）

貼付・示説掲示

展示

撤去 貼付・
示説掲示

一般演題(示説)
第2分科会､第4分科会､第8分科会､第11分科会､第22分科会､English Session

（P-0203～P-0206､P-0403～P-0404､P-0802､
P-1101～P-1102､P-2201､P-EP01）

50

30

40 10

10 20 5040

示説②展示②
白鳳(2階)
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シンポジウム21
健康なまちづくり
～その概念と実践

座長：曽根智史、福永一郎

シンポジウム22
全国がん登録から考える
日本のがんの現状と対策
座長：猿木信裕、
         大木いずみ

シンポジウム23
根拠に基づく公衆衛生政策
（EBPM）の具体的
事例とノウハウ

（学術行政連携検討委員会）
座長：鶴田憲一、尾島俊之

ミニシンポジウム３
子宮頸がんワクチンの
再開に向けたエビデンス
の確認と戦術
座長：田中英夫、
　   上田　豊

ミニシンポジウム４
人生100年時代の地域
包括エンパワメント

戦略
座長：安梅勅江

ミニシンポジウム６
自治体・住民と取り
組む地域参加型研究

（CBPR）
座長：近藤克則、
         村田千代栄
ミニシンポジウム７
健康的な食事・食物へ
のアクセスの改善

－食環境整備における
行政管理栄養士の役割
座長：武見ゆかり、

   由田克士

ミニシンポジウム２
地域共生社会に向けた
「保健活動」の展開
座長：大澤絵里、
      藤原佳典

ミニシンポジウム５
産学官協働で地域強靭化
を目指す危機管理システムの
マインドとコンピテンシー
座長：古屋好美、
      中瀬克己

シンポジウム24
健やか親子21(第２次)
中間評価と成育基本法

座長：山縣然太朗、佐藤拓代

シンポジウム25
オーラルフレイルの予防
座長：尾崎哲則、増田和茂

自由集会25
代表世話人：金子善博

自由集会26
代表世話人：筒井孝子

自由集会27
代表世話人：和田耕治

自由集会28
代表世話人：高鳥毛敏雄

自由集会29
代表世話人：村山洋史

自由集会30
代表世話人：由田克士

自由集会31
代表世話人：田宮菜奈子

自由集会32
代表世話人：鈴木仁一

自由集会33
代表世話人：三輪眞知子

自由集会21
代表世話人：鈴木仁一

自由集会22
代表世話人：桂 敏樹

自由集会34
代表世話人：辻よしみ

自由集会35
代表世話人：小島光洋

自由集会23
代表世話人：平野かよ子

自由集会24
代表世話人：中村好一

表彰式および意見交換会

展示

貼付・示説掲示

貼付・示説掲示

撤去 貼付・示説掲示

撤去 貼付・示説掲示

スポンサードセッション
バイエル薬品株式会社

教育講演４
オーラルフレイル
研究の現状と展望
座長：下光輝一
演者：渡邊　裕

20:00 21:0013:00 14:00 16:0015:00 17:00 19:0018:00

一般演題(口演)
第12分科会
（O-1201）

一般演題(口演)
第12分科会
（O-1202）

一般演題(口演)
第3分科会
（O-0304）

2020 2020 2525 0505 0505

一般演題(口演)
第14分科会
（O-1401）

一般演題(口演)
第14分科会
（O-1402）

一般演題(口演)
English Session
（O-EO02）

一般演題(口演)
English Session
（O-EO03）

一般演題(口演)
第2分科会
（O-0202）

一般演題(口演)
第6分科会
（O-0601）

一般演題(口演)
第6分科会
（O-0602）

一般演題(口演)
第6分科会
（O-0603）

一般演題(示説)
第1分科会､第5分科会､第10分科会､第11分科会､第12分科会､

第13分科会､第14分科会､第20分科会､第23分科会
（P-0101～P-0104､P-0504～P-0506､P-1001～P-1004､P-1103､

P-1205～P-1206､P-1303～P-1304､P-1401､P-2001～P-2002､P-2302）

展示

一般演題(示説)
第15分科会､第16分科会､第17分科会､第18分科会､第22分科会､English Session

（P-1505～P-1506､P-1601～P-1602､
P-1701～P-1702､P-1801～P-1802､P-2202､P-EP02）

5050

3030

4040 1010

1010 2020 50504040
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第３日目：10月25日（金）
9:008:00 13:0010:00 11:00 12:00

第１会場
大ホール(2階)

第２会場
小ホール(2階)

第３会場
高新文化ホール

(7階)

第４会場
飛鳥(3階)

第５会場
平安(3階)

第６会場
あけぼの(2階)

第７会場
51号室(5階)

第８会場
81号室(8階)

示説①展示①
ゴールデンパシフィック、
ホワイエ (3階 )

示説②展示②
白鳳(2階)

高
知
会
館

高
知
会
館

旭
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル

旭
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル

か
る
ぽ
ー
と

高
知
新
聞
放
送
会
館

高
知
新
聞
放
送
会
館

5050 2020 3030

4040 3535 1010 40

3030

シンポジウム26
OECD諸国と比較したわが国の
健診・検診の課題と対策
座長：中山富雄、高橋宏和

シンポジウム30
メンタルヘルス対策：職域と地域の
連携のギャップを埋めるために
座長：野村恭子、堤　明純

シンポジウム27
多文化に対応できる

公衆衛生専門家を目指して
座長：和田耕治、高山義浩

シンポジウム31
国際化する地域：求められる
保健所のグローバル化対応能力
座長：劔　陽子、渡邊洋子

シンポジウム28
地域歯科保健推進のための
新たなう蝕予防戦略

座長：尾崎哲則、福田英輝

シンポジウム32
休養/睡眠の公衆衛生

～実践と研究との協働の深化～
座長：神田秀幸

シンポジウム29
子どもとインターネット依存
モニタリングレポート委員会
親子保健・学校保健グループ
座長：関根道和、鈴木孝太

一般演題(口演)
第4分科会
（O-0401）

一般演題(口演)
第4分科会
（O-0402）

40404545 4545

2525

一般演題(口演)
第13分科会
（O-1301）

一般演題(口演)
第13分科会
（O-1302）

一般演題(口演)
第6分科会
（O-0604）

5050 50505555 5555

一般演題(口演)
第17分科会
（O-1701）

一般演題(口演)
第12分科会
（O-1203）

一般演題(口演)
第12分科会
（O-1204）

一般演題(口演)
English Session
（O-EO04）

一般演題(口演)
English Session
（O-EO05）

一般演題(口演)
第8分科会
（O-0802）

一般演題(口演)
第22分科会
（O-2201）

シンポジウム33
社会に役立つ

公衆衛生実務家教育
の実践を目指して

座長：中山健夫、川上憲人

自由集会36 
代表世話人：井上まり子

貼付・示説掲示

展示

撤去

撤去

一般演題(示説)
第5分科会､第8分科会､第12分科会､第14分科会､第16分科会､第20分科会
（P-0507～P-0514､P-0803～P-0806､P-1207～P-1208､
P-1402～P-1403､P-1603～P-1604､P-2003～P-2004）

貼付・示説掲示

展示

一般演題(示説)
第1分科会､第2分科会､第6分科会､第13分科会､
第17分科会､第19分科会､English Session

（P-0105､P-0207､P-0609～P-0610､P-1305､
P-1703～P-1704､P-1901～P-1902､P-EP03）
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感染症リスクアセスメント研修会

感染症リスクアセスメント研修会

20:00 21:0013:00 14:00 16:0015:00 17:00 19:0018:00
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学会長講演
10月23日（水） 10:15～10:50 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

特別講演
10月23日（水） 9:00～9:40 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

教育講演1
10月23日（水） 17:00～17:50 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

教育講演2
10月23日（水） 17:00～17:50 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

教育講演3
10月24日（木） 8:50～9:40 第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

教育講演4
10月24日（木） 15:00～15:50 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

特別プログラム

実践と研究との協働を深化させるマインドとコンピテンシー
座長：今中 雄一（京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
演者：安田 誠史（高知大学教育研究部医療学系）

日本一の健康長寿県構想について
座長：磯 博康（大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆衛生学）
演者：尾﨑 正直（高知県知事）

新生児・乳幼児の難聴（きこえ）と地域での保健活動
座長：山崎 嘉久（あいち小児保健医療総合センター保健センター）
演者：福永 一郎（高知県安芸福祉保健所）

健康寿命延伸に向けたナショナルセンターの疾患横断的研究連携
座長：玉腰 暁子（北海道大学大学院医学研究院社会医学分野公衆衛生学教室）
演者：井上真奈美（国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究部）

日本人の食事摂取基準（2020年版）：公衆衛生はどう活用すべきか？
座長：安村 誠司（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
演者：佐々木 敏（東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野）

オーラルフレイル研究の現状と展望
座長：下光 輝一（公益財団法人健康・体力づくり事業財団）
演者：渡邊 裕（北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室）
協賛：公益社団法人健康・体力づくり事業財団、株式会社社会保険研究所、

NPO法人日本健康運動指導士会、株式会社ルネサンス
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シンポジウム1
10月23日（水） 10:55～12:25 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

シンポジウム2
10月23日（水） 10:50～12:20 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

シンポジウム3
10月23日（水） 10:50～12:20 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

高知から考える南海トラフ地震等広域災害への備え
座長：安村 誠司（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）

奥田 博子（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）

演者：東日本大震災後の地域健康課題と今後想定される広域災害における課題
坂田 清美（岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）

南海トラフ地震に立ち向かう高知県の挑戦
森本 順也（高知県危機管理部南海トラフ地震対策課）

市町村による南海トラフ地震発生時の公衆衛生活動に向けた受援体制整備
宗石こずゑ（香美市役所）

大規模広域災害時の公衆衛生～DHEATに求められる役割～
木脇 弘二（熊本県菊池保健所）

地域が連携し行う 子どもたちの「生きる力」を育む教育
座長：家保 英隆（高知県健康政策部）

渡會 睦子（東京医療保健大学医療保健学部看護学科）

演者：これからの学校保健で取り組む性に関する指導（自分を大切にする心を育む教育）
廣田 志保（高知県教育委員会事務局保健体育課）

これまでの取り組みを振り返り「つながる」ための課題、取り組みについて
関 正節（高知県看護協会）

9市町村協働実践による「生きる力を育む生（性）教育」を用いた公衆衛生看護活動
西岡 律（高知県中芸広域連合保健福祉課）

厳しい環境下にある子どもたちの生きる力を育むために必要な性教育とは
篠原 志津（社会福祉法人同朋会児童養護施設さくら園）

健康経営の効果と普及策
座長：津下 一代（あいち健康の森健康科学総合センター）

仁賀 建夫（経済産業省ヘルスケア産業課）

演者：中小企業と地域における健康経営の課題
井出 博生（東京大学）

大分県における地域・職域連携の推進
藤内 修二（大分県福祉保健部健康づくり支援課）

協会けんぽ高知支部における健康経営の普及策（「高知家」健康企業宣言事業）
戸梶 靖男（全国健康保険協会高知支部）

健康経営へのチャレンジと課題への対応
中越 吉彦（株式会社高知電子計算センター）
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シンポジウム4
10月23日（水） 10:50～12:20 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

シンポジウム5 市民公開シンポジウム
10月23日（水） 13:40～15:30 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

薬機法改正と公衆衛生における今後の薬剤師の役割～持続可能な社会保障のために～
座長：川﨑 直人（近畿大学薬学部医療薬学科公衆衛生学）

多根井重晴（日本薬科大学実践社会薬学）

演者：医療的社会資源としての薬局・薬剤師とはー薬局・薬剤師がかわれば地域医療が変わるー
狭間 研至（一般社団法人日本在宅薬学会）

薬剤師職能と薬局機能の強化・見える化・連携～高知県薬剤師会との協働事業より～
浅野 圭二（高知県健康政策部医事薬務課）

高知家おくすりプロジェクトの導入と多職種連携の重要性
大久保紗世子（ベル薬局伊野店）

薬局薬剤師に求められる新しい役割～患者治療支援から生活支援を含めた役割への変化～
阿部 真也（株式会社ツルハ HD）

いきいき百歳体操～住民主体の介護予防は、地域包括ケアを育む土壌～
座長：柳 尚夫（兵庫県豊岡保健所）

堀川 俊一

演者：いきいき百歳体操を通じた地域づくり
齋藤 真理（東松島市役所高齢障害支援課）

いきいき100歳体操「身軽・気軽・手軽」の魅力について
田中 明美（生駒市役所福祉健康部）

熊本県における介護予防の取組
楠田 美佳（熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・地域ケア推進課）

住んじょってよかった！と思える地域づくりを目指す
大村 育子（NPOいきいき百歳応援団）
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シンポジウム6
10月23日（水） 13:40～15:10 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

シンポジウム7
10月23日（水） 13:40～15:10 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

モニタリングレポート委員会による「賛否の分かれる公衆衛生対策に関するディベート」
座長：尾﨑 米厚（鳥取大学医学部環境予防医学分野）

演者：Eスポーツ①
弓屋 結（福島県立医科大学健康増進センター）

Eスポーツ②
伊藤 慎也（北里大学看護学部看護システム学）

加熱式タバコ①
高橋美保子（埼玉医科大学医学部社会医学）

加熱式タバコ②
吉田 都美（京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻薬剤疫学）

指定発言：高額薬剤①
郡山 千早（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学予防医学）

高額薬剤②
坂野 晶司（東京都北区健康福祉部）

フィンランドのネウボラから学ぶ児童虐待予防の方策と親子保健の再構築
座長：中島 正夫（椙山女学園大学教育学部）

播本雅津子（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

演者：大阪市版ネウボラにおける担当保健師の継続支援と家族支援の基盤づくり
横山 美江（大阪市立大学大学院看護学研究科）

フィンランドのネウボラをモデルとした母子保健システムの再構築
西巻 俊英（中頓別町保健福祉課保健福祉グループ）

Violence prevention among children and activity of public health nurses
Tuovi Hakulinen（National Institute for Health and Welfare, Finland）
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シンポジウム8（地方衛生研究所研修フォーラム）
10月23日（水） 13:40～15:10 第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

シンポジウム9
10月23日（水） 15:20～16:50 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

マスギャザリングにおける感染症危機管理
座長：四宮 博人（愛媛県立衛生環境研究所）

調 恒明（山口県環境保健センター）

演者：グローバル時代の感染症対策
忽那 賢志（国立国際医療研究センター国際感染症センター国際感染症対策室）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた地衛研としての取り組み
貞升 健志（東京都健康安全研究センター微生物部）

マスギャザリングと感染症サーベイランス
松井 珠乃（国立感染症研究所感染症疫学センター）

マスギャザリングにおける感染症行政
井口 豪（厚生労働省健康局結核感染症課）

受動喫煙防止－改正健康増進法の実効性を高めるために
座長：中村 正和（公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター）

姜 英（産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室）

演者：たばこ規制のインパクト評価からみた課題
中村 正和（公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター）

改正健康増進法と東京都条例－受動喫煙防止の法的強化の課題
岡本 光樹（東京都議会議員・弁護士）

喫煙専用室や屋外喫煙所の設置をめぐる社会の動きと技術的課題
大和 浩（産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室）

受動喫煙対策における加熱式たばこの規制の現状と今後の課題
田淵 貴大（大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部）

指定発言：欅田 尚樹（産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学講座）
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シンポジウム10
10月23日（水） 15:20～16:50 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

シンポジウム11
10月23日（水） 15:20～16:50 第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

シンポジウム12
10月23日（水） 15:40～17:10 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

地方自治体のヘルスケア分野におけるEBPM実現を目指して～課題の構造化と組織内連携～
座長：大久保一郎（横浜市衛生研究所）

鈴木 幸雄（横浜市医療局がん疾病対策課）

演者：EBPMを実現するために必要な考え方 ～政策を科学する～
鈴木 幸雄（横浜市医療局がん疾病対策課）

データヘルス施策の構造化に向けたプロセス－静岡県の市町データヘルス計画支援の取組－
土屋 厚子（静岡県）

保健事業と介護予防の一体的実施に向けたデータ分析と庁内外連携の取組と課題
夏原 善治（東近江市役所）

横浜市が進める医療ビッグデータ活用の実際 ～地方自治体がEBPMに取り組むには～
堂前 壮史（横浜市役所医療局）

障がい者のヘルスプロモーション－誰一人取り残さない地域づくり
座長：岩室 紳也（ヘルスプロモーション推進センター）

演者：障がい者の理解 健理学の見地から
星 旦二（首都大学東京名誉教授）

障がい者のヘルスプロモーション－誰一人取り残さない地域づくり
丸谷 美紀（国立保健医療科学院）

セルフマネジメント教育を活用した、障がい者の健康づくり支援体制構築に関する提案
橘 とも子（国立保健医療科学院）

障がい者へのセルフマネジメント支援体制－口腔のケアからの出発
田野 ルミ（国立保健医療科学院）

襲来が予測される震災に東日本大震災の東北3県沿岸部での公衆衛生活動と教訓を活かす
座長：渡會 睦子（東京医療保健大学医療保健学部看護学科）

廣末 ゆか（中芸広域連合介護サービス課地域包括支援センター）

演者：震災後の福島県相双地区北部から伝えたい新しい取り組み
米倉 一磨（相馬広域こころのケアセンターなごみ）

今後起こりうる大災害への備えとは？東日本大震災の経験からの考察
尾無 徹（岩手県立大学看護学部）

住民と協働して策定した計画をツールとする健康づくり活動の取り組み
佐藤奈央子（宮城県南三陸町役場）

災害マネジメントサイクルに基づく公衆衛生活動のあり方
末永カツ子（福島県立医科大学医学研究科（災害・被ばく医療科学共同専攻））
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シンポジウム13
10月24日（木） 8:50～10:20 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

シンポジウム14
10月24日（木） 8:50～10:20 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

シンポジウム15
10月24日（木） 8:50～10:20 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

地域包括ケアと災害医療対策
座長：松本 良二（千葉県野田保健所（前千葉県安房保健所））

石田久美子（茨城県潮来保健所）

演者：かかりつけ医の災害医療対策：国土強靱化（レジリエンス）への日本医師会からの提言
石川 広己（日本医師会常任理事）

熊本地震から得た在宅医療ネットワークの重要性
地域包括ケアシステムの構築が復興の柱
永田 壮一（医療法人永田会東熊本病院）

精神障害にも対応した地域包括ケアから災害対策へ
震災の教訓「障害者を取り残さない」
吉野 智（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課）

災害リハ支援 JRATは地域リハが基本：地域包括ケア時代、リハ専門職は災害医療の要
栗原 正紀（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）

保健師の地区担当制がめざすもの～駐在保健師制度にこだわった高知からの発信～
座長：中板 育美（武蔵野大学看護学部）

中島 信恵（高知県健康長寿政策課）

演者：地域と共に取り組む循環器疾患対策
伊藤祐美子（高知県香南市役所）

地域診断を活かした住民共働の健康づくりの推進～豊田市の取組から～
柴川ゆかり（豊田市役所保健部）

県型保健所で地区担当制を導入して ～地域包括ケアシステム構築にむけて～
黒橋真奈美（滋賀県南部健康福祉事務所（前東近江健康福祉事務所））

スマホ・ネット・ゲーム依存対策の最前線～公衆衛生学的アプローチ～
座長：井谷 修（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）

尾﨑 米厚（鳥取大学医学部環境予防医学分野）

演者：スマホ・ネット・ゲーム依存の最近の動向～公衆衛生の立場より～
金城 文（鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野）

ゲーム障害のWHO認定までの道のりとこれから
樋口 進（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター）

ネット・スマホ依存対策における集団的介入研究の動向
大塚雄一郎（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）

「ネット依存予防教育」の実践～自覚を促す効果的な手法～
豊田 充崇（和歌山大学教育学部）
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シンポジウム16
10月24日（木） 8:50～10:20 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

シンポジウム17
10月24日（木） 10:30～12:00 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

シンポジウム18
10月24日（木） 10:30～12:00 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

地域における海外からの感染症対策―厚生労働省検疫所と自治体の連携―
座長：柏樹 悦郎（厚生労働省大阪検疫所）

垣本 和宏（厚生労働省那覇検疫所）

演者：感染症対策における検疫所と自治体の連携
中村 泰久（福岡県田川保健福祉事務所）

検疫所と地方自治体が実施した蚊の共同調査について
上野 健一（厚生労働省関西空港検疫所）

東京2020大会に向けた検疫所と自治体との連携
横塚 由美（厚生労働省東京検疫所）

地方自治体と検疫所の協力・連携に係る現状や制度上の課題及びその論点
奥村 二郎（近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）

AI、IoT、ビッグデータを用いたこれからの公衆衛生（国立保健医療科学院企画）
座長：曽根 智史（国立保健医療科学院）

三浦 宏子（国立保健医療科学院国際協力研究部）

演者：保健医療分野におけるリアルワールドデータの活用
水島 洋（国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）

保健医療・公衆衛生とデータサイエンス
市川 学（芝浦工業大学システム理工学部）

研究データの相互活用における課題と対策
木村 映善（国立保健医療科学院）

オープンサイエンスの現状と課題
重茂 浩美（文部科学省科学技術・学術政策研究所科学技術予測センター）

生活困窮世帯およびその子どもへの健康支援のあり方
座長：近藤 尚己（東京大学大学院医学系研究科健康教育・社会学分野）

黒谷 佳代（医薬基盤・健康・栄養研究所）

演者：生活困窮者への健康管理支援の考え方
高木 大資（東京大学大学院医学系研究科）

生活困窮者の医療サービス利用の実態と医療機関への受診同行支援に関するレビュー
西岡 大輔（東京大学大学院医学系研究科健康教育・社会学分野）

生活困窮世帯の子どもに対する支援法とその効果について：国際的知見
上野 恵子（東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻健康教育・社会学分野）

生活困窮世帯の子どもに対する支援活動：国内の取り組み状況とその課題
新杉 知沙（医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所栄養疫学・食育研究部）
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シンポジウム19
10月24日（木） 10:30～12:00 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

シンポジウム20
10月24日（木） 10:30～12:00 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

シンポジウム21
10月24日（木） 13:20～15:10 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

高齢者の低栄養に関する研究と地域包括ケアシステムの実践
座長：澁谷いづみ（愛知県一宮保健所）

丸山 広達（愛媛大学大学院農学研究科）

演者：日本人の食事摂取基準（2020年版）における高齢者の低栄養に関するエビデンス
佐々木 敏（東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野）

低栄養予防と地域包括ケアシステムの構築に関する事例と研究
三浦 久幸（国立長寿医療研究センター）

行政管理栄養士の地域包括ケアシステム構築への実践
磯部 澄江（新潟県新津保健所）

福井県丹南保健所における栄養管理ネットワークの構築
新田 和美（福井県丹南健康福祉センター（福井県丹南保健所））

期待される性感染症予防教育とは
座長：伊東 則彦（道立江差保健所）

白井 千香（枚方市保健所）

演者：性感染症予防対策だけではもったいない。より幸せな社会を作るためのツール
稲葉 静代（岐阜県岐阜保健所）

道立紋別保健所における保健師の性教育活動～「生きるための心の教育」実践を通して～
毛利 洋子（道立紋別保健所遠軽支所）

わが国における性感染症の現状と性感染症教育・性教育の必要
安田 満（岐阜大学医学部附属病院生体支援センター）

学校において性感染症予防教育にどう取り組むか
野津 有司（筑波大学体育系）

健康なまちづくり～その概念と実践
座長：曽根 智史（国立保健医療科学院）

福永 一郎（高知県安芸福祉保健所長）

演者：健康なまちづくり：世界の潮流と日本での展開
中村 桂子（国立大学法人東京医科歯科大学大学院国際保健医療事業開発学分野）

健康なまちづくりをめざして～地域コミュニティ活動と住民自治の醸成～
中川 昭生（福島市保健所）

名張市のソーシャルキャピタルを醸成した地域づくり・健康づくり
山﨑 美穂（三重県名張市福祉子ども部健康・子育て支援室）

都道府県における健康なまちづくり 「ヘルシー・高知家・プロジェクト」
中島 信恵（高知県健康長寿政策課）
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シンポジウム22
10月24日（木） 13:20～14:50 第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

シンポジウム23
10月24日（木） 15:00～16:30 第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

シンポジウム24
10月24日（木） 15:20～16:50 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

全国がん登録から考える日本のがんの現状と対策
座長：猿木 信裕（群馬県衛生環境研究所）

大木いずみ（地方独立行政法人栃木県立がんセンター）

演者：全国がん登録の結果と展望
松田 智大（国立がん研究センターがん対策情報センター）

青森県からの報告～がん死亡率が最も高い県の現状～
松坂 方士（弘前大学医学部附属病院医療情報部）

神奈川県からの報告～都市型地域のがんの現状～
片山佳代子（神奈川県立がんセンター臨床研究所がん予防・情報学部）

Application of National Cancer Registry Data in Taiwan
Chun-Ju Chiang（Institute of Epidemiology and Preventive Medicine, College of Public Health, National

Taiwan University, and Taiwan Cancer Registry, Taipei, Taiwan）

根拠に基づく公衆衛生政策（EBPM）の具体的事例とノウハウ（学術行政連携検討委員会）
座長：鶴田 憲一（静岡県）

尾島 俊之（浜松医科大学健康社会医学講座）

演者：都道府県行政と公衆衛生学会の連携について（鹿児島県の場合）
中俣 和幸（鹿児島県くらし保健福祉部）

災害対応における学術への期待
田中 剛（広島県健康福祉局長）

行政と連携したエビデンスづくり
尾島 俊之（浜松医科大学健康社会医学講座）

大学による行政の調査研究の支援
牧野 伸子（自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門）

健やか親子21（第2次）中間評価と成育基本法
座長：山縣然太朗（山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）

佐藤 拓代（大阪府立病院機構大阪母子医療センター母子保健情報センター）

演者：健やか親子21（第2次）の今後展開と成育基本法
小林 秀幸（厚生労働省子ども家庭局）

乳幼児期の指標：値の推移と今後の課題
上原 里程（京都府立医科大学地域保健医療疫学）

育てにくさへの支援と妊娠期からの児童虐待予防の指標
山崎 嘉久（あいち小児保健医療総合センター）

学校保健の指標
松浦 賢長（福岡県立大学看護学部）
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シンポジウム25
10月24日（木） 16:00～17:30 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

シンポジウム26
10月25日（金） 8:50～10:20 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

シンポジウム27
10月25日（金） 8:50～10:20 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

オーラルフレイルの予防
座長：尾崎 哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野）

増田 和茂（公益財団法人健康・体力づくり事業財団）

演者：高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について
平野 真紀（厚生労働省保険局高齢者医療課）

オーラルフレイル、口腔の視点から
佐藤 保（日本歯科医師会）

健康運動指導士が提案する全身運動を取り入れたオーラルフレイル予防運動について
芝﨑 美幸（健康運動指導研究所 FITPLUS）

地域高齢者における予防的対応の取り組みとしての咬合力アップ運動の効果
前田佳予子（武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科）

協賛：公益社団法人健康・体力づくり事業財団、株式会社社会保険研究所、
NPO法人日本健康運動指導士会、株式会社ルネサンス

OECD諸国と比較したわが国の健診・検診の課題と対策
座長：中山 富雄（国立がん研究センター社会と健康研究センター）

高橋 宏和（国立がん研究センター社会と健康研究センター）

演者：OECDからみた日本の公衆衛生の課題
藤澤 理恵（経済開発協力機構（OECD）雇用労働社会問題局医療課）

自治体における健診・検診の課題
町井 涼子（国立がん研究センターがん対策情報センター）

東京都における対策型検診の現状と対策
長嶺 路子（東京都福祉保健局保健政策部健康推進課）

職域における健診・検診の現状と課題
渋谷 克彦（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

多文化に対応できる公衆衛生専門家を目指して
座長：和田 耕治（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）

高山 義浩（沖縄県立中部病院）

演者：医療機関における外国人患者受入れ体制整備
二見 茜（東京医科歯科大学医学部附属病院）

日本における外国人居住者の健康危機管理と看護教育
神原 咲子（高知県立大学看護学研究科）

地域医療における多文化対応
冨田 茂（高田馬場さくらクリニック）

外国人当事者が日本で生活する上で困ること
カブレホス セサル（ランゲージワン株式会社）
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シンポジウム28
10月25日（金） 8:50～10:20 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

シンポジウム29
10月25日（金） 8:50～10:20 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

シンポジウム30
10月25日（金） 10:30～12:00 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

地域歯科保健推進のための新たなう蝕予防戦略
座長：尾崎 哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野）

福田 英輝（国立保健医療科学院）

演者：歯科口腔保健の推進に関する基本的事項・中間評価に基づく今後のう蝕予防対策
三浦 宏子（国立保健医療科学院国際協力研究部）

日本の未処置う蝕保有者は4000万人：健康格差縮の対策
相田 潤（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）

学校保健活動におけるう蝕予防の現状と課題
野村 圭介（高知県歯科医師会）

自治体担当者が地域のう蝕予防戦略を考える上で必要な視点
秋野 憲一（札幌市保健福祉局保健所）

子どもとインターネット依存
モニタリングレポート委員会 親子保健・学校保健グループ
座長：関根 道和（富山大学）

鈴木 孝太（愛知医科大学）

演者：子どもとインターネット依存
関根 道和（富山大学）

小中学生のインターネット依存：甲州市思春期調査での結果から
佐藤 美理（山梨大学大学院総合研究部社会医学講座）

乳幼児のインターネット利用をめぐる諸問題
加藤 則子（十文字学園女子大学幼児教育学科）

子ども・子育て家族とインターネット利用をめぐる課題への対応について
北野 尚美（和歌山県立医科大学地域・国際貢献推進本部地域医療支援センター）

メンタルヘルス対策：職域と地域の連携のギャップを埋めるために
座長：野村 恭子（秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座）

堤 明純（北里大学医学部公衆衛生学単位）

演者：職域と地域の連携ギャップ削減のための医師会と嘱託産業医の取り組み
森口 次郎（京都工場保健会）

社会保険労務士・精神保健福祉士による企業のメンタルヘルス対策と地域連携モデル
脊尾 大雅（秋葉原社会保険労務士事務所）

産業保健総合支援センターを核にした地域専門医療機関との連携
廣川 空美（大阪産業保健総合支援センター）

中小事業所を対象とした地域・職域連携推進連絡会による実践
野村 洋子（相模原市保健所健康増進課）
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シンポジウム31
10月25日（金） 10:30～12:00 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

シンポジウム32
10月25日（金） 10:30～12:00 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

シンポジウム33
10月25日（金） 10:30～12:00 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

国際化する地域：求められる保健所のグローバル化対応能力
座長：劔 陽子（熊本県人吉保健所）

渡邊 洋子（東京都多摩立川保健所）

演者：結核対策における保健所の外国人対応の実際
古橋 完美（愛知県一宮保健所）

東京2020大会に向けて―競技場を抱える保健所の取組み
村上邦仁子（東京都多摩府中保健所）

日本の地域保健の経験からグローバルヘルスへの貢献の可能性
四方 啓裕（福井県福井保健所）

国際的視野から見た公衆衛生行政人材の育成について
曽根 智史（国立保健医療科学院）

休養／睡眠の公衆衛生～実践と研究との協働の深化～
座長：神田 秀幸（島根大学医学部環境保健医学講座）

演者：我が国における休養・睡眠の疫学
井谷 修（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）

産業精神医学の立場からみた睡眠と健康
田中 克俊（北里大学大学院産業精神保健学）

睡眠公衆衛生からみた睡眠尺度を用いた睡眠の評価
松本 悠貴（国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学・予防研究部）

社会的ジェットラグの実態と心身の健康に及ぼす影響
駒田 陽子（明治薬科大学リベラルアーツ）

社会に役立つ公衆衛生実務家教育の実践を目指して
座長：中山 健夫（京都大学大学院医学研究科）

川上 憲人（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）

演者：日本版MPHコンピテンシーモデル作成経緯と公開－目指すべきMPH教育の姿－
井上まり子（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

コンピテンシー基盤型教育によるMPH教育を受けた産業医の卒後の問題解決
宋 裕姫（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

公衆衛生を学ぶ姿勢を問う；東大SPHでの試み
橋本 英樹（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻）

ケースメソッドによる討論型授業を中心としたMPHコンピテンシー教育の試み
武林 亨（慶應義塾大学健康マネジメント研究科、医学部・医学研究科）
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ミニシンポジウム1
10月24日（木） 10:45～12:00 第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

ミニシンポジウム2
10月24日（木） 13:20～14:35 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

ミニシンポジウム3
10月24日（木） 13:20～14:35 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

高齢者支援と子ども・子育て支援における地域多世代型アプローチは可能か？
座長：藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所）

福島富士子（東邦大学看護学部）

演者：産官民の協働による特徴的な通いの場の立ち上げと運営の手法
服部 真治（一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会）

多世代交流を促すコーディネーターなど人材育成手法
倉岡 正高（東京都健康長寿医療センター研究所）

住民間の緩やかな助け合いを促す多世代交流拠点とプログラムの運営手法
野中久美子（東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム）

ソーシャルビジネスとしての多世代交流と助け合いの実践例と今後の可能性
内海千津子（株式会社ほっこりーのプラス）

地域共生社会に向けた「保健活動」の展開
座長：大澤 絵里（国立保健医療科学院国際協力研究部）

藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム）

演者：「包括的支援体制構築に向けた保健センターと他分野の連携に関する研究」でみえたこと
村山 洋史（東京大学高齢社会総合研究機構）

包括的相談支援体制の構築にむけて機能する市町村保健師の技術に関する検討
中板 育美（武蔵野大学）

地域共生社会に向けた職種間・分野間連携における事務系管理職トップとしての戦略
溝口 正夫（京都市左京区役所保健福祉センター）

子宮頸がんワクチンの再開に向けたエビデンスの確認と戦術
座長：田中 英夫（大阪府藤井寺保健所）

上田 豊（大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）

演者：国内外の子宮頸がんの罹患・死亡の現状：検診・ワクチン・格差の視点から
伊藤 ゆり（大阪医科大学研究支援センター医療統計室）

HPVワクチンの有効性と積極的勧奨一時差し控え継続の弊害
上田 豊（大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）

子宮頸がんワクチンの有害事象に関する疫学研究―名古屋スタディと文献検索
鈴木 貞夫（名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野）

HPVワクチンに関するリスクベネフィットコミュニケーション
福吉 潤（キャンサースキャン）
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ミニシンポジウム4
10月24日（木） 14:45～16:00 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

ミニシンポジウム5
10月24日（木） 14:45～16:00 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

ミニシンポジウム6
10月24日（木） 16:10～17:25 第3会場（高知新聞放送会館 7階 高新文化ホール）

人生100年時代の地域包括エンパワメント戦略
座長：安梅 勅江（筑波大学医学医療系国際発達ケア：エンパワメント科学研究室）

演者：継続的予防リハと地域包括エンパワメント
奥村 理加（飛島村役場）

多世代支援融合と地域包括エンパワメント－多世代交流を活かした生涯健康支援－
篠原 亮次（山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター）

住民のつながり強化と地域包括エンパワメント
杉澤 悠圭（つくば国際大学医療保健学部看護学科公衆衛生看護学）

共生社会の実現に向けて～障害者主体の地域包括エンパワメント～
酒寄 学（社会福祉法人芳香会社会福祉研究所）

産学官協働で地域強靱化を目指す危機管理システムのマインドとコンピテンシー
座長：古屋 好美（甲府市保健所）

中瀬 克己（吉備国際大学）

演者：地域包括ケアシステムと災害対応を考える：人的社会資源の最大化
長谷川 学（環境省環境保健部石綿健康被害対策室）

地域包括ケアシステムと「ごちゃまぜ災害対応」人材
小坂 健（東北大学災害科学国際研究所）

災害産業保健の先進例における人材とは
久保 達彦（産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学）

医療機関における緊急事態マネジメントシステムの導入・運用に求められる人材とは
冨尾 淳（東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学）

自治体・住民と取り組む地域参加型研究（CBPR）
座長：近藤 克則（千葉大学予防医学センター）

村田千代栄（国立長寿医療研究センター 老年社会科学研究部）

演者：武豊町プロジェクト10年間の成果
平井 寛（山梨大学大学院総合研究部）

武豊町住民ボランティア育成におけるデータ活用例
竹田 徳則（星城大学リハビリテーション学部）

コミュニティ参加型研究（CBPR）によるサロン立ち上げ支援
村田千代栄（国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部）

愛知県常滑市での高齢者の社会参加による介護予防効果評価の試み
斉藤 雅茂（日本福祉大学社会福祉学部）
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ミニシンポジウム7
10月24日（木） 16:10～17:25 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

奨励賞受賞講演
10月23日（水） 17:20～18:30 第1会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 大ホール）

健康的な食事・食物へのアクセスの改善－食環境整備における行政管理栄養士の役割
座長：武見ゆかり（女子栄養大学栄養学部食生態学研究室）

由田 克士（大阪市立大学大学院生活科学研究科食・健康科学講座公衆栄養学）

演者：福井県における食環境整備について ～「ふくい健幸美食」認証事業～
谷口 孝子（福井県健康福祉部健康政策課）

地域における「健康な食事・食環境認証制度」を活用した生活習慣病予防対策
久保 彰子（熊本県県南広域本部芦北地域振興局）

インセンティブ等を用いた食選択支援の可能性と課題：足立区の事業評価の事例より
近藤 尚己（東京大学大学院医学系研究科健康教育・社会学分野）

座長：安田 誠史（高知大学教育研究部医療学系）

演者：東日本大震災および福島第一原子力発電所事故による復興期におけるポジティブ要因に着目した自
殺対策の実践
大類 真嗣（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）

地域包括ケアシステムの構築と地域保健に係る住民ボランティアの養成と協働
田口 敦子（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分野）

循環器疾患危険因子に関する研究と予防活動への実践応用
月野木ルミ（日本赤十字看護大学地域看護学領域）

保健所における健康危機管理に関する実践的研究活動
池田 和功（和歌山県新宮保健所）
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優秀口演賞選考会
10月23日（水） 13:40～16:16 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）
座長：安田 誠史（高知大学教育研究部医療学系）

演者：母体喫煙と受動喫煙がアレルギー疾患に与える影響：神戸市母子保健情報による疫学研究
吉田 都美（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻薬剤疫学分野）

湿疹と子どもの精神状態、行動発達の関連の検討
湊屋 街子（北海道大学保健科学研究院）

CABGにおける予防抗菌薬投与のガイドラインの推奨自体の相違とSSI 発症との関連
愼 重虎（京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）

肝臓癌に対する経動脈的化学塞栓術における予防的抗菌薬と肝膿瘍の関連
吉原 真吾（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

怒りと関連した循環器疾患リスクの増加は定年後の就労状況で修飾される：CIRCS研究
手塚 一秀（大阪がん循環器病予防センター循環器病予防部門）

慢性腰痛・ひざ痛の重症化予防と住民健診におけるブリーフインタベーションの開発
陣内 裕成（日本医科大学衛生学公衆衛生学）

高齢者の社会参加の種類別頻度と要介護認定の関連：JAGES2010-2016縦断研究
井手 一茂（長谷川病院リハビリテーション部）

地域高齢者において情緒的孤独感は認知症発症リスク上昇に関連する：久山町研究
柴田 舞欧（九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセンター）

運動グループ参加が盛んな地域では、非参加者でも閉じこもりが少ない: JAGES横断研究
辻 大士（千葉大学予防医学センター）

2017年の山形県内での麻疹アウトブレイクにおける感染動態の再構築
小林 鉄郎（北海道大学大学院医学研究院衛生学教室）

加湿器を原因とした老人福祉施設でのレジオネラ症集団発生事例について
西 貴司（大分県東部保健所国東保健部）

The association of social capital with behavior problems among children in Japan
Funakoshi Yu（Department of Global Health Promotion, Tokyo Medical and Dental University）

メチル水銀および鉛が子どもの IQに及ぼす影響の検証
龍田 希（東北大学）
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国際参加賞受賞講演
10月23日（水） 16:30～17:45 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

ランチョンセミナー
10月23日（水） 12:30～13:30 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

ランチョンセミナー
10月24日（木） 12:10～13:10 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

ランチョンセミナー
10月24日（木） 12:10～13:10 第4会場（高知会館 3階 飛鳥）

座長：中村 桂子（東京医科歯科大学）
麻原きよみ（聖路加国際大学大学院）
今中 雄一（京都大学大学院）
曽根 智史（国立保健医療科学院）
武見ゆかり（女子栄養大学）

演者：Associations of ω3 and ω6 intakes with IMT levels: Toon Health Study.
Miftaahul Jannah（Laboratory of Community Health and Nutrition, Special Course of Food and Health

Science Department of Bioscience, Graduate School of Agriculture, Ehime University）

Occupational Activity and Risk of Breast Cancer Incidence : The JACC Study
Gita Nirmala Sari（OSAKA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF MEDICINE SOCIAL MEDICINE

DEPARTMENT PUBLIC HEALTH）

Predictors of type of health facility use among elderly in the Philippines
Kathryn Lizbeth L.Siongco（Tokyo Medical and Dental University）

Instrumental activities of daily living of the elderly in the central Viet Nam
Tran Dai Tri Han（Department of Global Health Entrepreneurship, Division of Public Health, Graduate

School of Tokyo Medical and Dental University）

Leave no one behind: some African women face difficulty in accessing healthcare
Deogratius Bintabara（Department of Global Health Entrepreneurship, Division of Public Health, Graduate

School of Tokyo Medical and Dental University）

Reducing OOP Health Payment in Afghanistan: a multiple case study
AKBARI FATIMA（Kanazawa University, Graduate School of Medical Sciences）

ライフステージに合わせた予防接種－子どものワクチンから大人のワクチンまで－
座長：岩田 敏（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院感染症部）
演者：岡田 賢司（福岡看護大学基礎・基礎看護部門基礎・専門基礎分野、福岡歯科大学医科歯科総合病

院予防接種センター）
共催：一般社団法人日本ワクチン産業協会

地域の健康関連データの有効活用のために：観察研究データ収集と統計解析
座長：田宮菜奈子（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）
演者：自治体の生活習慣病予防対策と、保健・医療・福祉データを活用した地域疫学研究

山岸 良匡（筑波大学医学医療系社会健康医学）
医療統計アドバイス：観察研究で身につけたい技術
新谷 歩（大阪市立大学大学院医学研究科医療統計学）

共催：武田薬品工業株式会社

未受診対策の切り札に自己採取HPV検査！－子宮頸がん征圧へ向けて－
座長：小西 宏（公益財団法人日本対がん協会がん検診研究グループ）
演者：伊藤 真理（中央大学研究開発機構、公益財団法人未来工学研究所、東京大学大学院医学系研究科）
共催：原田産業株式会社
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スポンサードセッション
10月24日（木） 13:20～14:50 第2会場（高知市文化プラザかるぽーと 2階 小ホール）

脳卒中・循環器病対策基本法のポイント－地域に求められる役割
座長：岡村 智教（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）
演者：脳卒中・循環器病対策基本法：基本理念と日本脳卒中協会の取り組み

峰松 一夫（国立循環器病研究センター病院、医療法人医誠会、公益社団法人日本脳卒中協会）
チーム医療として脳卒中・循環器病対策基本法を考える。脳の立場から
木村 和美（日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野）
チーム医療として脳卒中・循環器病対策基本法を考える。循環器の立場から
冨山 博史（東京医科大学循環器内科）

共催：バイエル薬品株式会社
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○お申し込み・お問い合わせは各代表世話人へご連絡ください。

10月22日（火）16:00-17:30

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

1 公衆衛生に国境はない 中央公民館
9階 特別学習室 30

○大西眞由美
（長崎大学生命医科学域（保健学
系））
中村 安秀
（甲南女子大学）

TEL 095-819-7943
FAX 095-819-7943
E-mail：mohnishi@nagasaki-u.ac.jp

10月22日（火）17:40-19:10

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

2
全国いきいき公衆衛生の会
プチ・オータムセミナー
in高知

高知新聞放送会館
7階 高新文化ホール

（第3会場）
60

○福永 一郎
（高知県安芸福祉保健所）
前田 秀雄
（東京都北区保健所）
福島富士子
（東邦大学 看護学部）
大澤 絵理
（国立保健医療科学院 国際協力
研究部）

TEL 0887-34-1158
FAX 0887-35-8654
E-mail：ichirou_fukunaga@ken3.pref.kochi.lg.jp

3
全国衛生行政研究会セミナー
（地域医療構想における病床
機能転換）

高知新聞放送会館
5階 51号室（第7会場） 40

○嶋村 清志
（滋賀県湖北健康福祉事務所（滋
賀県長浜保健所長））
逢坂 悟郎
（兵庫県丹波県民局 丹波健康福
祉事務所（保健所）所長 兼 健
康福祉部参事（介護医療連携担
当））
毛利 好孝
（たつの市医監兼市民病院事務局
長 兼 介護老人保健施設ケア
ホームみつ施設長）

TEL 0749−65-6660
FAX 0749-63-2989
E-mail：shimamura-kiyoshi@pref.shiga.lg.jp

10月23日（水）15:20-16:50

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

4 保健師の基礎教育の拡充と新
任期教育を考える

中央公民館
9階 特別学習室 40

○岸 恵美子
（東邦大学 看護学部）
麻原きよみ
（日本保健師連絡協議会（日本公衆
衛生看護学会））
岡田 睦美
（日本保健師連絡協議会（日本産
業保健師会））
平野かよ子
（日本保健師連絡協議会（日本保
健師活動研究会））
山野井尚美
（日本保健師連絡協議会（全国保
健師長会））
鎌田久美子
（日本保健師連絡協議会 2019年
度代表幹事（日本看護協会））

TEL 03-3762-9266
FAX 03-3766-3914
E-mail：emiko.kishi@med.toho-u.ac.jp

5 予期せぬ妊娠をした女性を支
える体制構築に向けて

中央公民館
9階 第1学習室 30

○佐藤 拓代
（大阪府立母子医療センター母子
保健情報センター、公益社団法
人母子保健推進会議）
鈴木 俊治
（公益社団法人日本産婦人科医会）
祖父江由佳
（大阪府健康医療部保健医療室地
域保健課）
辻村あつ子
（浜松市健康福祉部健康増進課）
山口 実花
（公益社団法人母子保健推進会議）
鑓溝 和子
（公益社団法人母子保健推進会議）

TEL 03-3267-0690
FAX 03-3267-0630
E-mail：bosui@bosui.or.jp

自由集会の日程
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○お申し込み・お問い合わせは各代表世話人へご連絡ください。

10月23日（水）17:00-18:30

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

6 健康づくりと運動 中央公民館
9階 特別学習室 40

○篠田 邦彦
（新潟大学名誉教授）
増田 和茂
（（公財）健康・体力づくり事業財
団）

TEL 090-2730-3480
FAX 025-263-2550
E-mail：shinokuma60@gmail.com

7 公衆衛生と健康危機管理
第14回

中央公民館
9階 第1学習室 30

○中瀨 克己
（吉備国際大学 保健医療福祉学
部）
近藤 久禎
（国立病院機構災害医療センター）
古屋 好美（山梨県甲府市保健所）

TEL 0866-22-9126
FAX 0866-22-9126
E-mail：katsuminakase@gmail.com

10月23日（水）17:40-19:10

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

8
地域における小児慢性特定疾
病児童等相談支援のコツと実
践

高知県立県民文化ホール
3階 第3多目的室 30 ○三沢あき子

（京都府山城南保健所）
TEL 0774-72-4300
FAX 0774-72-8412
E-mail：a-misawa36@pref.kyoto.lg.jp

9
次世代へつなぐ地域運動支援
を通じたコミュニティ・エン
パワメントの実践

高知県立県民文化ホール
1階 第11多目的室 30 ○安梅 勅江

（筑波大学医学医療系）
TEL 029-853-3436
FAX 029-853-3436
E-mail：tokieanme@gmail.com

10月23日（水）18:15-20:00

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

10
いきいき百歳体操ー住民主体
の介護予防から広がる地域づ
くりー

オーテピア
4階 ホール 100

○安田 誠史
（高知大学医学部医療学講座（公
衆衛生学））
堀川 俊一
柳 尚夫
（兵庫県豊岡保健所）

TEL 088-880-2410
FAX 088-880-2412
E-mail：yasudan@kochi-u.ac.jp

10月23日（水）18:30-20:00

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

11

保健師の熱き想いと公衆衛生
活動
～住民とともに活動する保健
師の会～
シンポジウム後交流会
・地域連携型「生きる力を育
む教育」

・東日本打診歳の東北3県沿
岸部での公衆衛生活動と教
訓を活かす

・市川公衆衛生看護ハウスモ
デルで保健師の本質分析

高知市文化プラザかるぽーと
2階 小ホール（第2会場） 70

○渡會 睦子
（住民とともに活動する保健師の
会／東京医療保健大学 医療保
健学部 看護学科）
末永カツ子
（長崎大学・福島県立医科大学共
同大学院災害公衆衛生看護学講
座）
廣末 ゆか
（高知県中芸広域連合保健福祉課）
市川 禮子
（元山形県立保健医療大学 元宮
城県保健師）

住民とともに活動する保健師の会
問い合わせ先
（東京医療保健大学 渡會）
TEL 03-5421-7655
FAX 03-5421-3133
E-mail：m-watarai@thcu.ac.jp

12 結核集団発生の対策に関する自由集会
高知新聞放送会館
7階 高新文化ホール

（第3会場）
120

○加藤 誠也
（公益財団法人結核予防会結核研
究所）
江﨑 治朗
（高知県健康政策部健康対策課）

TEL 042-493-5711
FAX 042-492-4600
E-mail：yhoshino@jata.or.jp
（担当：星野 豊）

13 公衆衛生医師の集い 高知会館
3階 飛鳥（第4会場） 50

○宮園 将哉
（寝屋川市保健所）
早川 貴裕
（栃木県県南健康福祉センター）
藤川 愛
（高松市保健所）

TEL 0285-22-0302
FAX 0285-22-8403
E-mail：hayakawat03@pref.tochigi.lg.jp
（担当：早川）

自由集会の日程
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番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

14
公衆衛生における歯科保健を
考える－災害時の話題を中心
に－

高知会館
3階 平安（第5会場） 50

○福田 英輝
（国立保健医療科学院）
中久木康一
（東京医科歯科大学）
柳本 祥子
（高知県中央東福祉保健所）
長 優子
（江戸川区葛西健康サポートセン
ター）

TEL 048-458-6208
E-mail：fukuda.h.aa@niph.go.jp

15

～知ろう・語ろう・取り組も
う～一歩先行く 健やか親子
21（第2次） 第5回
健やか親子21（第2次）の
中間評価を受けて取り組むべ
き課題を考えよう！

高知新聞放送会館
5階 51号室（第7会場） 40

○山縣然太朗
（山梨大学大学院総合研究部医学
社会医学講座）

TEL 055-273-9566
FAX 055-273-7882
E-mail：zenymgt@yamanashi.ac.jp
（担当：秋山 yukaa@yamanashi.ac.jp）

16 第7回 法医公衆衛生学研究会 高知新聞放送会館
8階 81号室（第8会場） 30

○山本 秀樹
（帝京大学大学院公衆衛生学研究
科）

TEL 03-3964-1211 内線46155
E-mail：hideki-yamamoto@umin.ac.jp

10月23日（水）18:40-20:10

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

17

開業保健師の活動の歩みと今
後の展望
～開業保健師の視点から人材
育成を考える～

中央公民館
9階 特別学習室 40

○井倉 一政
（岐阜協立大学 看護学部）
徳永 京子
（日本開業保健師協会）
村田 陽子
（日本開業保健師協会）
渡邉 玲子
（日本開業保健師協会）

TEL 0584-71-8390
E-mail：igura@gku.ac.jp

18 喫煙対策 中央公民館
9階 第1学習室 30

○鈴木 仁一
（神奈川県相模原市保健所）
齋藤 麗子
（十文字学園女子大学）

TEL 042-754-1111
FAX 042-750-3066
E-mail：j.suzuki.wb@city.sagamihara.kanagawa.jp

10月23日（水）19:20-20:50

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

19
保健医療福祉専門職としての
薬剤師活動を考える会

高知県立県民文化ホール
3階 第3多目的室 12

○戸張 裕子
（東京薬科大学薬学部）
宮﨑 恭一
（日本禁煙学会、日本禁煙学会薬
剤師委員会）
村山 勝志
（むらやま薬局、日本禁煙学会薬
剤師委員会）

TEL 042-676-5152
（学会会期中は090-7800-5679）
FAX 042-676-5152
E-mail：ph-kinen-ml@toyaku.ac.jp

20

認知症の人と家族介護者にや
さしいまちづくり －アク
ションリサーチによる取組
み－

高知県立県民文化ホール
1階 第11多目的室 30

○植木 章三
（大阪体育大学・教育学部）
芳賀 博
（桜美林大学大学院老年学研究科）
佐藤美由紀
（佐久大学看護学部）

TEL 072-479-5039
FAX 072-453-8818
E-mail：s-ueki@ouhs.ac.jp
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○お申し込み・お問い合わせは各代表世話人へご連絡ください。

10月24日（木）17:00-18:30

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

21 感染症情報の現状と展望を考える会
中央公民館
9階 特別学習室 40

○鈴木 仁一
（神奈川県相模原市保健所）
中村 廣志
（神奈川県相模原市衛生研究所）
市橋 大山
（北海道立衛生研究所）
灘岡 陽子
（東京都健康安全研究センター）

TEL 042-754-1111（4801）
FAX 042-750-4664
E-mail：sagamihara.eiken-nh@55.catv-yokohama.ne.jp

22 男性保健師の会 中央公民館
9階 第1学習室 30

○桂 敏樹
（京都大学大学院医学研究科）
細川 陸也
（名古屋市立大学大学院看護学研
究科）
平田 浩二
（大津市役所地域包括ケア推進室）

TEL 090-8388-2390
E-mail：rikuya@med.nagoya-cu.ac.jp

10月24日（木）17:40-19:10

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

23
公衆衛生看護を語る～令和時
代の保健師の個別支援と地区
活動～

高知県立県民文化ホール
4階 第7・8多目的室 40

○平野 かよ子
（日本保健師活動研究会）
中板 育美
（武蔵野大学）

TEL 0985-59-7750
FAX 0985-59-7772
E-mail：hirano@mpu.ac.jp

24 へき地保健師のつどい
高知県立県民文化ホール
1階 第11多目的室 20

○中村 好一
（自治医科大学）
青木さぎ里
（自治医科大学）
大野 祐子
（港区みなと保健所健康推進課）
五藤 幸根
（NPO法人へき地保健師協会）
櫻井 純子
（NPO法人へき地保健師協会）

TEL 0285-58-7879
FAX 0285-58-7413
E-mail：hekichihokenshi@gmail.com

10月24日（木）18:00-19:30

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

25
いのち支える自殺対策：地域
に求められる居場所づくりを
考える

高知市文化プラザかるぽーと
2階 大ホール（第1会場） 100

○金子 善博
（自殺総合対策推進センター）
藤田 幸司
（自殺総合対策推進センター）

TEL 042-341-2712（内線6317）
FAX 042-346-1884
E-mail：jssc-bunseki@ncnp.go.jp

26

地域包括ケアシステム構築に
向けた自治体職員及び関係専
門職種等によるマネジメント
を考える

高知市文化センター
かるぽーと
2階 小ホール（第2会場）

30

○筒井 孝子
（兵庫県立大学大学院）
大夛賀政昭
（国立保健医療科学院）

TEL 078-794-7075
E-mail：tsutsui-kobe@mba.u-hyogo.ac.jp

27
東京オリンピックパラリン
ピック2020において自治
体に求められる健康危機管理

高知新聞放送会館
7階 高新文化ホール

（第3会場）
80

○和田 耕治
（国際医療福祉大学医学部公衆衛
生学）
齋藤 智也
（国立保健医療科学院健康危機管
理研究部）
冨尾 淳
（東京大学大学院医学系研究科公
衆衛生学）

E-mail：kwada@iuhw.ac.jp

28 市民型社会の公衆衛生の日本における現状と将来
高知会館
3階 飛鳥（第4会場） 80

○高鳥毛敏雄
（関西大学社会安全学部・社会安
全研究科）

TEL 072-684-4179
FAX 072-684-4188
E-mail：t_toshio@kansai-u.ac.jp

自由集会の日程
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番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

29

人々の行動を後押しする、
ナッジ実践ワークショップ
～行動科学的知見の活用と展
望～

高知会館
3階 平安（第5会場） 60

○村山 洋史
（東京大学高齢社会総合研究機構、
横浜市行動デザインチームアド
バイザー）
髙橋 勇太
（横浜市行動デザインチーム、横
浜市健康福祉局）
春日 潤子
（横浜市行動デザインチーム、横
浜市健康福祉局）
鈴木 幸雄
（横浜市行動デザインチーム、横
浜市医療局、横浜市立大学産婦
人科）
堂前 壮史
（横浜市行動デザインチーム、横
浜市医療局）

TEL 03-5841-0232
FAX 03-5841-1662
E-mail：murayama@iog.u-tokyo.ac.jp

30
第11回公衆衛生・公衆栄養
分野における管理栄養士活動
を考える会

高知新聞放送会館
5階 51号室（第7会場） 40

○由田 克士
（大阪市立大学大学院 生活科学研
究科 食・健康科学講座 公衆栄
養学）
武見ゆかり
（女子栄養大学栄養学部）
田中 久子
（女子栄養大学栄養学部）
近藤 今子
（中部大学応用生物学部食品栄養
科学科）
荒井裕介
（千葉県立保健医療大学 健康科
学部栄養学科）

TEL 06-6605-2867
FAX 06-6605-2909
E-mail：yoshita@life.osaka-cu.ac.jp

31
（理事長指定企画）公衆衛
生ってなにそれ？美味しい
の？

高知新聞放送会館
8階 81号室（第8会場） 50

○田宮菜奈子
（筑波大学）
山岸 良匡
（筑波大学）
陣内 裕成
（日本医科大学）

TEL 029-853-8849
FAX 029-853-8849
E-mail：ntamiya@md.tsukuba.ac.jp

10月24日（木）18:40-20:10

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

32 かながわ疫学勉強会 中央公民館
9階 特別学習室 40

○鈴木 仁一
（相模原市保健所）
小池 剛
八幡裕一郎
（国立感染症研究所 感染症疫学
センター）
高橋 琢理
（国立感染症研究所 感染症疫学
センター）

TEL 042-754-1111
FAX 042-750-3066
E-mail：j.suzuki.wb@city.sagamihara.kanagawa.jp

33

住民主体のコミュニティ再生
を目指した寄りあいワーク
ショップの活用
－全町への波及を目指して－

中央公民館
9階 第1学習室 20 ○三輪眞知子

（京都看護大学大学院）

TEL 075-311-0123
直通075-311-6612
FAX 075-311-2002
E-mail：m_miwa@kyotokango.ac.jp

10月24日（木）19:20-20:50

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

34
子育て支援で用いるペアレン
トトレーニング・子育てプロ
グラムの実践と課題

高知県立県民文化ホール
4階 第7・8多目的室 30

○辻 よしみ
（香川県立保健医療大学）
鈴木 裕美
（香川大学医学部衛生学）
神田かなえ
（香川大学医学部公衆衛生学）

TEL 087-870-1212
FAX 087-870-1203
E-mail：tsuji@chs.pref.kagawa.jp

35 対人支援の方法論 －相手と
の関係を伝える記述と記録－

高知県立県民文化ホール
1階 第11多目的室 20

○小島 光洋
（湯沢町教育委員会）
井原 一成
（弘前大学医学部社会医学講座）
高橋 香子
（福島県立医科大学看護学部地
域・在宅看護学部門）

E-mail：nag01022@nifty.com
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○お申し込み・お問い合わせは各代表世話人へご連絡ください。

10月25日（金）12:10-13:40

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

36 第4回公衆衛生大学院プログラム校連絡会議
高知会館
3階 平安（第5会場） 40

○井上まり子
（帝京大学大学院公衆衛生学研究
科）
川上 憲人
（東京大学大学院医学系研究科）
武林 亨
（慶應義塾大学大学院健康マネジ
メント研究科）
中山 健夫
（京都大学大学院医学研究科）

TEL 03-5841-3521
FAX 03-5841-3392
E-mail：norito@m.u-tokyo.ac.jp
（事務局：川上憲人（東京大学東京
大学大学院医学系研究科精神保健
学分野））

自由集会の日程
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第1分科会 疫学・保健医療情報 O-0101-1～O-0103-5

第2分科会 ヘルスプロモーション O-0201-1～O-0202-7

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム O-0301-1～O-0304-7

第4分科会 保健行動・健康教育 O-0401-1～O-0402-4

第5分科会 親子保健・学校保健 O-0501-1～O-0503-7

第6分科会 高齢者の QOLと介護予防 O-0601-1～O-0604-4

第7分科会 高齢者の医療と福祉 O-0701-1～O-0702-4

第8分科会 地域社会と健康 O-0801-1～O-0802-5

第9分科会 難病・障害の医療と福祉 O-0901-1～O-0901-3

第10分科会 精神保健福祉 O-1001-1～O-1002-5

第11分科会 口腔保健 O-1101-1～O-1101-4

第12分科会 感染症 O-1201-1～O-1204-5

第13分科会 健康危機管理 O-1301-1～O-1302-4

第14分科会 医療制度・医療政策 O-1401-1～O-1402-5

第17分科会 公衆栄養 O-1701-1～O-1701-7

第20分科会 産業保健 O-2001-1～O-2001-6

第21分科会 環境保健 O-2101-1～O-2101-3

第22分科会 国際保健 O-2201-1～O-2201-5

第23分科会 保健医療介護サービス研究 O-2301-1～O-2301-6

EO English Session O-EO01-1～O-EO05-4

一般演題（口演）一覧
※「口演」「分科会№」「セッション№」「演題発表№」

例） O - 01 01 - 1
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第1分科会 疫学・保健医療情報

10月23日（水）15:10～16:25
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：鈴木 貞夫（名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野）

O-0101-1 加藤 源太 （京都大学医学附属病院診療報酬センター）
患者調査におけるNDBデータの利用可能性に関
する評価－基本的な集計項目について－

O-0101-2 西岡 祐一 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
日本の全保険診療患者を対象とした1型糖尿病発
生率に関する記述疫学研究

O-0101-3 明神 大也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
ナショナルデータベース（NDB）の活用：糖尿
病薬開始率とその患者数

O-0101-4 鈴木誠太郎 （東京歯科大学衛生学講座）
レセプト情報・特定健診等情報データベース
（NDB）による糖尿病患者の現在歯数の検討

O-0101-5 大岡 忠生 （山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）
人工知能技術を活用した2型糖尿病のリスク予測
手法の検証と疾患予測因子の探索

O-0101-6 高橋 勇太 （横浜市健康福祉局保険年金課）
横浜市国保及び後期高齢者医療の2型糖尿病患者
短期予後分析～医療ビッグデータ活用～

10月23日（水）16:25～17:25
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：若井 健志（名古屋大学大学院医学系研究科予防医学）

O-0102-1 中谷 英仁 （静岡県立総合病院リサーチサポートセンター）
静岡県の国民健康及び高齢者保険加入者における
健診時項目からの維持透析導入予測

O-0102-2 今村 知明 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
健康福祉関連ビッグデータの結合による解析の可
能性と問題点

O-0102-3 野田 龍也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプト情報・特定健診等情報データベース
（NDB）：抗HIV薬の処方実態全数把握

O-0102-4 久保慎一郎 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプト情報・特定健診等情報データベース
（NDB）の活用：透析患者追跡と死亡数検証

O-0102-5 西 巧 （福岡県保健環境研究所管理部・企画情報管理課）
国保データベースを活用した、市区町村別生活習
慣病有病率の推定と可視化の試み

10月23日（水）17:25～18:25
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：馬場園 明（九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座）

O-0103-1 愼 重虎 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
CABGにおける予防抗菌薬投与のガイドライン
の推奨自体の相違とSSI 発症との関連

O-0103-2 吉原 真吾 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
肝臓癌に対する経動脈的化学塞栓術における予防
的抗菌薬と肝膿瘍の関連

O-0103-3 小嶋 雅代 （名古屋市立大学大学院医学研究科医学・医療教
育学分野）
高齢関節リウマチ患者の疫学的特徴

O-0103-4 寳澤 篤 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
TMM計画地域住民コホート調査（宮城）調査票
項目と総死亡の関連

O-0103-5 土屋 菜歩 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
6.3万人データ分譲に向けて－東北メディカル・
メガバンク計画地域住民コホート調査

第2分科会 ヘルスプロモーション

10月23日（水）13:40～15:05
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：調整中

O-0201-1 千ヶ崎純子 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）
あだちベジタベライフ1 乳幼児期からの継続的
な食育による成果

O-0201-2 長友 亘 （足立区政策経営部 ICT戦略推進担当課）
あだちベジタベライフ2 幼児期の生活習慣・世
帯の生活状況と乳歯むし歯の関連

O-0201-3 廣瀬友里奈 （名古屋市保健所中保健センター）
名古屋市中区における母子を中心とした外国人へ
の支援について

O-0201-4 松本奈乙美 （岡山市保健所健康づくり課）
学童期の飲酒回避について～ヘルスボランティア
との協働による実践～

O-0201-5 金城 芳男 （北九州市保健所）
健康寿命プラス2歳へスクラムトライ！～ウォー
キング大作戦～

O-0201-6 町田 征己 （東京医科大学公衆衛生学分野）
身体活動 bout 時間を考慮する場合としない場合
でガイドライン充足者割合はどう異なるか

O-0201-7 芝田 怜奈 （福知山公立大学地域経営学部医療福祉経営学科）
一自治体内で観測された住民の健康意識の地域差

10月24日（木）13:20～14:45
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：調整中

O-0202-1 堀川 能與 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
2025年問題に向けて団塊世代の「健康」を考
える研究

O-0202-2 塚尾 晶子 （つくばウエルネスリサーチ）
健康づくり無関心層の行動変容を促すインフルエ
ンサーの特性－SWCPJ（53）

O-0202-3 山口 将大 （つくばウエルネスリサーチ）
成果の出る事業デザインとは～ICTを活用したイ
ンセンティブ事業を例に～SWCPJ53

O-0202-4 村松 賢治 （東京大学未来ビジョン研究センターデータヘル
ス研究ユニット）
従業員向け半構造化インタビュー調査による健康
経営の効果に関する定性分析

O-0202-5 高橋 典子 （郡山市保健所）
福島県郡山市における産・学・官協働糖尿病対
策：第一報―その背景とねらい

O-0202-6 鈴木理恵子 （郡山市保健所）
福島県郡山市における産・学・官協働糖尿病対
策：第二報―治療継続要因の定量的解析

O-0202-7 日高 友郎 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
福島県郡山市における産・学・官協働糖尿病対
策：第三報―リスク認知分析と実践的提案

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

10月24日（木）8:50～10:15
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：八谷 寛（藤田医科大学医学部公衆衛生学）

O-0301-1 今村 晴彦 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
血圧関連知識普及を目指したポピュレーション
ベースの取組みとその評価

O-0301-2 成田 暁 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
遺伝因子と飲酒量の交互作用と随時血圧値の関
連：東北メディカル・メガバンク事業

O-0301-3 清水 悠路 （長崎大学大学院地域医療学分野）
造血能を考慮した動脈硬化と高血圧の関係
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O-0301-4 大澤 絵里 （東邦大学大学院医学研究科社会医学講座衛生学
分野）
血清総コレステロール値に関するライフコース疫
学

O-0301-5 今井由希子 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
男性の高血圧、糖尿病、喫煙と心血管疾患死亡の
生涯リスクの関連：大規模コホート研究

O-0301-6 下田紗映子 （大阪大学大学院公衆衛生学）
頸動脈内膜中膜複合体厚と心血管イベント発症と
の関連－CIRCS-

O-0301-7 手塚 一秀 （大阪がん循環器病予防センター循環器病予防部
門）
怒りと関連した循環器疾患リスクの増加は定年後
の就労状況で修飾される：CIRCS研究

10月24日（木）10:15～11:15
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：調整中

O-0302-1 江口 依里 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
東日本大震災後の笑いの頻度と生活習慣病及び循
環器疾患との関連

O-0302-2 佐能 俊紀 （岡山大学医歯薬学総合研究科公衆衛生学）
放射線災害後の心理社会的因子と循環器疾患との
関連

O-0302-3 上野 貴之 （千葉大学大学院医学薬学府）
高齢者における社会参加と高血圧の罹患・治療・
管理との関連：JAGES2016横断研究

O-0302-4 辻 雅善 （近畿大学九州短期大学生活福祉情報科）
高血圧治療ガイドライン2019の血圧分類別に
みた食塩摂取量と減塩の意義：ISSA-CKD

O-0302-5 藤井 亮輔 （藤田医科大学医療科学部臨床検査学科）
飲料品の摂取量と腎機能低下との関連：J-
MICC Study 大幸地区

10月24日（木）11:15～12:05
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：岡村 智教（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）

O-0303-1 石原 礼子 （保健医療経営大学保健医療経営学部）
経済的要因が糖尿病発症に与える影響

O-0303-2 安岡実佳子 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
中高年における筋肉量及び腹囲と糖尿病との関
連：CIRCS研究

O-0303-3 一迫 芙美 （東北大学大学院医学系研究科）
肝機能指標（ALT·GGT）の組み合わせと糖尿病
の関連

O-0303-4 金子 佳世 （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）
メタボリックシンドローム，空腹時血糖，腹囲身
長比による6年後の2型糖尿病発症予測能

10月24日（木）16:15～17:40
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：祖父江友孝（大阪大学環境医学講座）

O-0304-1 永瀬 慶和 （大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教
室）
本邦における産婦人科医のHPVワクチンに対す
る意識変化 ー5年間の調査からの検討ー

O-0304-2 高橋 宏和 （国立がん研究センタ－社会と健康研究センタ－）
都道府県が市区町村に指導および推奨するがん検
診内容の実態

O-0304-3 渡邉 美貴 （名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分
野）
遺伝的リスク認知ががん検診受診行動に及ぼす影
響についての検討

O-0304-4 池田 絵里 （仙台市健康福祉局健康政策課）
胃がん検診胃内視鏡検査の精度管理体制の構築に
向けた取組み（第1報）

O-0304-5 松本綾希子 （国立がん研究センター社会と健康研究センター
検診研究部）
乳癌検診において単回の要精検率が累積偽陽性率
におよぼす影響

O-0304-6 倉田 哲也 （大阪市健康局健康推進部健康づくり課）
FRAXⓇを用いた大阪市骨粗しょう症予防啓発に
ついて

O-0304-7 塩本 喬平 （九州大学大学院医学研究院整形外科）
後期高齢者における椎体骨折、大腿骨近位部骨折
発生率調査～BMI との関連について～

第4分科会 保健行動・健康教育

10月25日（金）8:50～9:40
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：調整中

O-0401-1 山城 海渡 （近畿大学薬学部公衆衛生学）
大学生における睡眠と生活習慣および身体的・精
神的健康状態との関連性

O-0401-2 梅田 陽子 （弘前大学大学院医学研究科）
深夜交替制勤務者における睡眠指標と飲酒習慣の
関係

O-0401-3 五十嵐有香 （東北大学大学院医学系研究科）
睡眠の測定機器から得られた睡眠状況と心理的苦
痛との関連

O-0401-4 平田 匠 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
家庭での受動喫煙および能動喫煙の組み合わせと
高血圧の関連

10月25日（金）9:40～10:30
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：平尾 智広（香川大学医学部公衆衛生学）

O-0402-1 安藤絵美子 （国立がん研究センター社会と健康研究センター
検診研究部）
禁煙化で飲食店に何が起こったか：経営、労働安
全衛生面に関する質的調査

O-0402-2 片岡 葵 （大阪医科大学）
住民参加型アクションリサーチによる飲食店の受
動喫煙対策：東京都文京区版ケムラン

O-0402-3 陣内 裕成 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）
慢性腰痛・ひざ痛の重症化予防と住民健診におけ
るブリーフインタベーションの開発

O-0402-4 中谷 直樹 （埼玉県立大学）
配偶者同士の生活習慣の一致性とその年齢の影
響：ToMMo－地域住民コホート調査

第5分科会 親子保健・学校保健

10月23日（水）15:45～17:00
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：道川 武紘（東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）

O-0501-1 山崎 嘉久 （あいち小児保健医療総合センター保健センター）
乳幼児健康診査で市町村が把握している既往症等
に関する検討

O-0501-2 柳 奈津代 （東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座）
保育園児の適正な医薬品使用に関わる母親の要因
と薬剤師による支援の実態

O-0501-3 木村美也子 （聖マリアンナ医科大学）
支援を要する子どもを被災地で養育する親の受援
への思いと姿勢

O-0501-4 山田 正明 （富山大学医学部疫学健康政策学講座）
小学生のネット依存と関連要因：とやま安心ネッ
トワークショップ事業

O-0501-5 西岡 大輔 （東京大学大学院医学系研究科 健康教育・社会
学）
生活保護受給世帯の子どもの健康と関連する社会
背景要因：生活保護管理データの分析
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O-0501-6 小林 澄貴 （北海道大学環境健康科学研究教育センター）
わが国の妊婦のカフェイン摂取量と児の出生時体
格との量依存的な関連：エコチル調査

10月23日（水）17:00～18:25
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：山縣然太朗（山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）

O-0502-1 三宅 吉博 （愛媛大学大学院医学系研究科疫学・予防医学講
座）
妊娠中野菜、果物、抗酸化物質摂取と子の行動的
問題との関連：九州・沖縄母子保健研究

O-0502-2 田中 景子 （愛媛大学大学院医学系研究科疫学・予防医学講
座）
出生前後の喫煙曝露と子の喘息との関連：九州・
沖縄母子保健研究

O-0502-3 山田真央佳 （愛媛大学医学部疫学・予防医学講座）
周産期喫煙曝露と3歳児の喘鳴・喘息の有症率と
の関連：九州・沖縄小児健康調査

O-0502-4 吉田 都美 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
薬剤疫学分野）
母体喫煙と受動喫煙がアレルギー疾患に与える影
響：神戸市母子保健情報による疫学研究

O-0502-5 谷口 優 （国立環境研究所環境リスク・健康研究センター）
犬猫の飼育と子どもの喘鳴及び喘息との関連－エ
コチル調査（パイロット調査）－

O-0502-6 土井 理美 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
母親の幼少期の逆境体験と子どものメンタルヘル
スとの関連

O-0502-7 湊屋 街子 （北海道大学保健科学研究院）
湿疹と子どもの精神状態、行動発達の関連の検討

10月24日（木）8:50～10:15
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：西條 泰明（旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分野）

O-0503-1 長澤真衣子 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室）
母親の妊娠中の飲酒と乳児のワクチン未接種との
関連

O-0503-2 谷川果菜美 （大阪大学大学院公衆衛生学）
3歳児の生活習慣と母親の育てにくさの認識、虐
待リスクとの関連

O-0503-3 伊角 彩 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
妊娠届から3歳児までの虐待を予測できるか？：
愛知県での前方視的コホート研究より

O-0503-4 元山 彩織 （中京学院大学看護学部看護学科）
11年間に児童相談所へ一時保護された小学3年
生の齲蝕と虐待との関連

O-0503-5 本庄かおり （大阪医科大学医学部社会・行動科学教室）
居住形態と産後うつ傾向の関連：子どもの健康と
環境に関する全国調査（エコチル調査）

O-0503-6 八木 麻未 （大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）
子育て世代の母親における孤独感に関するアン
ケート調査

O-0503-7 鈴木 有佳 （大阪医科大学医学部医学科社会・行動科学教室）
ダブルケア（子育て、介護）と睡眠時間・健診受
診行動の関連：国民生活基礎調査より

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

10月24日（木）14:50～15:50
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：辻 一郎（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻公衆衛
生学分野）

O-0601-1 浦松 良子 （亀岡市役所高齢福祉課）
亀岡市高齢者の精神的健康の関連要因について

O-0601-2 西垣 美穂 （千葉大学医学薬学府先進予防医学共同専攻）
高齢者のうつと地域の緑地量及び種類の関連：
JAGES2016横断研究

O-0601-3 栗山 長門 （京都府立医科大学医学部大学院医学研究科地域
保健医療疫学教室）
抑うつによる疲労は骨格障害と関連する

O-0601-4 矢野 朋子 （佛教大学保健医療技術学部）
高齢者の体重減少、アルブミン低値と死亡との関
連要因：システマティックレビュー

O-0601-5 中村 貴子 （北上済生会病院）
東日本大震災岩手県沿岸被災地域における新規要
介護発生要因の検討：RIAS Study

10月24日（木）15:50～16:50
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：渡邊 能行（京都先端医療大学健康医療学部）

O-0602-1 山崎貞一郎 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻公
衆衛生学分野）
地域在住高齢者のボランティア活動と要介護発生
リスクとの関連：鶴ケ谷プロジェクト

O-0602-2 田近 敦子 （国分寺病院看護部）
高齢者のサロン参加と要支援・要介護リスクの変
化の関連：JAGES縦断データ分析

O-0602-3 井手 一茂 （長谷川病院リハビリテーション部）
高齢者の社会参加の種類別頻度と要介護認定の関
連：JAGES2010-2016縦断研究

O-0602-4 竹内 倫子 （岡山大学病院予防歯科）
舌口唇運動機能は身体フレイルに関連する

O-0602-5 岡 猛 （笛吹中央病院リハビリテーション技術科）
地域高齢者における長期間の運動習慣と健康関連
QOLとの関連

10月24日（木）16:50～17:50
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：調整中

O-0603-1 伊藤 智也 （慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
高齢者コミュニティにおけるグループ運動参加者
の移動機能と体力変化に関する縦断研究

O-0603-2 田染 翔平 （横浜市立大学医学群健康医学ユニット）
サルコペニア患者に対する運動介入のQOL、
ADLへの効果のシステマティックレビュー

O-0603-3 藤原 聡子 （千葉大学予防医学センター）
高齢者の軽度認知障害・主観的認知機能低下症状
は社会参加で改善するか：JAGES縦断研究

O-0603-4 LING LING
（千葉大学大学院医学研究院博士課程）
趣味は一人よりもグループで実践した方が認知症
リスクは低いか：JAGES縦断研究

O-0603-5 柴田 舞欧 （九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセ
ンター）
地域高齢者において情緒的孤独感は認知症発症リ
スク上昇に関連する：久山町研究

10月25日（金）10:35～11:25
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：調整中

O-0604-1 北村 明彦 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢住民に介護予防につながる行動変容を促す機
能チェックフィードバック票の開発

O-0604-2 山下 真里 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
地域資源や社会参加へのニーズが乏しい高齢者の
特徴－インタビュー調査の分析

O-0604-3 馬男木幸子 （福岡市社会福祉協議会地域福祉課）
地域の男性高齢者の社会参加を促進するためのサ
ロン活動の提案
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O-0604-4 櫻井 好枝 （鋸南町地域包括支援センター）
地域包括支援センターによる要介護状態のハイリ
スク高齢者への健康維持・介護予防支援

第7分科会 高齢者の医療と福祉

10月23日（水）15:00～15:50
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-0701-1 解良 武士 （高崎健康福祉大学）
SARC-Fは地域高齢者のスクリーニングツール
としては十分ではない

O-0701-2 里村 一成 （京都大学医学部公衆衛生学教室）
後期高齢者保健事業の評価方法の在り方について
の検討

O-0701-3 伊藤 俊貴 （中央大学理工学部）
高齢者における生活習慣の組み合わせと要介護発
生リスクとの関連

O-0701-4 鈴木 守 （筑波大学医学群医学類）
小規模多機能型介護事業所と通所介護事業所を利
用する人々の施設入所までの期間の比較

10月23日（水）15:50～16:40
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：二宮 利治（九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセン
ター）

O-0702-1 孫 瑜 （筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医
学専攻ヘルスサービスリサーチ分野）
在宅医療を受ける後期高齢者における訪問診療利
用と関連する疾患

O-0702-2 小宮山 潤 （筑波大学大学院人間総合科学研究科ヘルスサー
ビスリサーチ分野）
高齢の心臓リハビリテーション対象者の特性：医
療・介護保険レセプトによる検討

O-0702-3 渡邉 慎也 （中央大学理工学部）
死亡前5年間の要介護度の推移：Group-based
trajectory modeling を用いた検討

O-0702-4 古賀 千絵 （千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専
攻）
高齢者虐待とうつはどちらが原因でどちらが結果
か？－JAGES3年間の縦断研究－

第8分科会 地域社会と健康

10月23日（水）16:45～18:00
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-0801-1 高橋 克也 （農林水産省農林水産政策研究所）
将来推計人口を利用した2025年食料品アクセ
ス困難人口の予測

O-0801-2 菊島 良介 （農林水産政策研究所）
利用可能な小売店舗の種類から見た食料品アクセ
スと食品摂取の関係

O-0801-3 桜井 良太 （東京都健康長寿医療センター研究所）
孤食と抑うつの関連―居住形態とソーシャルネッ
トワークの多寡に着目した検討―

O-0801-4 能城 一矢 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
地域住民における主観的幸福感とソーシャル・
キャピタルの関連－性・年齢別の検討－

O-0801-5 森山 信彰 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
福島県内の復興公営住宅に居住する高齢者の主観
的幸福感とソーシャルキャピタルの関連

O-0801-6 岡見 光 （中央大学理工学部人間総合理工学科生物統計学
研究室）
「ソーシャル・キャピタル」と「健康」の関連の
検討 ‐JGSS-2012を用いて‐

10月25日（金）10:55～11:55
第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

座長：井原 一成（弘前大学大学院医学研究科社会医学講座）

O-0802-1 辻 大士 （千葉大学予防医学センター）
運動グループ参加が盛んな地域では、非参加者で
も閉じこもりが少ない：JAGES横断研究

O-0802-2 野口 泰司 （国立長寿医療研究センター）
高齢者における社会的孤立が抑うつ発症に及ぼす
影響についての日英比較研究：JAGES

O-0802-3 佐々木由理 （国立保健医療科学院）
被災前後の近所づきあいの変化とうつリスク抑制
の関連－JAGES岩沼プロジェクト－

O-0802-4 章 ぶん （千葉大学医学部予防医学センター）
震災前後の高齢者の社会参加頻度の変化とGDS
の変化の関連：JAGES岩沼プロジェクト

O-0802-5 横山芽衣子 （千葉大学予防医学センター）
通いの場の参加プログラムの種類数とプレフレイ
ルの関連：JAGES縦断研究

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

10月24日（木）11:15～11:55
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：調整中

O-0901-1 風間 邦子 （長野県健康福祉部）
長野県における小児慢性特定疾病児童等の実態調
査～家族へのアンケート調査より～

O-0901-2 春山 康夫 （獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）
健常人集団の中枢感作症候群の有病率について
（第1報）

O-0901-3 木村 朗 （群馬パ―ス大学大学院保健科学研究科）
失明者の鉄道ホーム白線オーバーラン予防の超指
向性音響普及向けアクションリサーチ

第10分科会 精神保健福祉

10月24日（木）10:10～11:00
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：坂田 清美（岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）

O-1001-1 亀本 純一 （八尾市保健予防課（八尾市保健所））
大阪府八尾市における心の健康状態及び自殺念慮
の要因に関する実態調査

O-1001-2 直野 慶子 （宮崎県精神保健福祉センター）
ひきこもり地域支援センターにおけるひきこもり
の実態調査～開設4年間を振り返って～

O-1001-3 波塚美千代 （八王子市保健所）
精神疾患が疑われる住民への多職種による早期訪
問支援事業

O-1001-4 高梨 信之 （岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバン
ク機構）
東日本大震災後の仕事の変化によるメンタルヘル
スの経年変化：TMM CommCohort Study

10月24日（木）11:00～12:00
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-1002-1 中村 恒穂 （千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専
攻）
うつ割合とソーシャルキャピタルと自殺率－地域
相関分析

O-1002-2 高橋 聡 （国立長寿医療研究センター）
高齢者のうつと自殺の地域相関における再現性検
証
～JAGESの3時点繰返し横断分析から～



56

O-1002-3 馬場 優子 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）
足立区インターネット・ゲートキーパー事業を開
始して その成果と課題

O-1002-4 須賀 万智 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）
うつ病発症者の受診促進をめざしたメッセージの
開発と評価 ～繰り返し発信の有効性

O-1002-5 黄 智暎 （京都大学大学院医学研究科健康要因学講座健康
増進・行動学分野）
ホームレスの人々のギャンブル問題に対する支援
者の認識と支援体制の状況：質的研究

第11分科会 口腔保健

10月24日（木）10:20～11:10
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：岡本 希（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

O-1101-1 木村 萌花 （兵庫県健康福祉部健康局健康増進課）
県が主体となった大学生歯科健診事業の報告～大
学生の口腔状況の実態～

O-1101-2 岩井 浩明 （京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科
学）
成人におけるHelicobacter pylori 感染と口腔
内への蓄積の関連

O-1101-3 佐川 美穂 （兵庫県健康増進課）
高齢者口腔ケア地域定着事業～地域包括支援セン
ターと連携した口腔ケア定着の取組み～

O-1101-4 木内 桜 （東北大学歯学研究科）
口腔機能と認知機能の因果関係の研究：固定効果
分析による検討

第12分科会 感染症

10月24日（木）13:20～14:45
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：西浦 博（北海道大学大学院医学研究院）

O-1201-1 三木 卓也 （名古屋市衛生研究所）
VNTR型別情報をタグとして使用した結核感染
経路の探索

O-1201-2 山本 香織 （大阪健康安全基盤研究所）
結核分子疫学を用いたあいりん地域における結核
の感染・伝播に関する検討

O-1201-3 田丸 亜貴 （大阪健康安全基盤研究所微生物部細菌課）
患者発生間隔の長い結核感染源調査に遺伝子型
データベースが有用であった事例

O-1201-4 新井 英里 （東京都多摩立川保健所）
高齢者施設の結核集団感染における多面的な積極
的疫学調査の重要性

O-1201-5 稲葉 静代 （岐阜県岐阜保健所）
結核患者に入院措置を発令した事例報告

O-1201-6 森本 哲生 （大阪市保健所）
外国出生の小児結核集団感染事例

O-1201-7 江崎 道代 （名古屋市保健所港保健センター）
アジア圏外国人の結核の認識と受診意図の関連要
因の検討

10月24日（木）14:45～16:10
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：調整中

O-1202-1 高橋 琢理 （国立感染症研究所感染症疫学センター）
感染症発生動向調査における梅毒妊娠症例
2019年第1四半期

O-1202-2 梅澤 美穂 （茨城県衛生研究所）
茨城県における梅毒患者の実態調査に関する研究
について

O-1202-3 河原寿賀子 （大阪府健康医療部保健医療室医療対策課）
2019年1月に発生した大阪府内における麻疹集
団感染事例の概要と対応

O-1202-4 金井 瑞恵 （大阪市保健所）
2019年大阪市の大型商業施設で発生した麻し
ん集団発生事例の対応経験と課題

O-1202-5 三沢あき子 （京都府山城南保健所）
京都府南部における地域中核病院 ICTと連携し
た麻疹アウトブレイク対応

O-1202-6 小林 祐介 （埼玉県狭山保健所）
麻疹アウトブレイクにおける保健所の業務負荷と
なる状況の発生と患者数の傾向

O-1202-7 小林 鉄郎 （北海道大学大学院医学研究院衛生学教室）
2017年の山形県内での麻疹アウトブレイクに
おける感染動態の再構築

10月25日（金）8:50～9:50
第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

座長：中里 栄介（佐賀県鳥栖保健所）

O-1203-1 西 貴司 （大分県東部保健所国東保健部）
加湿器を原因とした老人福祉施設でのレジオネラ
症集団発生事例について

O-1203-2 大谷 成人 （兵庫医科大学公衆衛生学）
インフルエンザワクチン接種による獲得免疫の評
価と比較

O-1203-3 武田 悠希 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
川崎市リアルタイムサーベイランスを用いたイン
フルエンザ警報・注意報基準値の検討

O-1203-4 丸山 絢 （川崎市健康安全研究所）
川崎市における腸管出血性大腸菌感染症発生状況
及び重症化リスク因子の検討－2018年－

O-1203-5 池田 史朗 （川崎市健康安全研究所感染症情報センター担当）
川崎市におけるアメーバ赤痢の発生状況－
2007年～2018年の動向について－

10月25日（金）9:50～10:50
第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル 2階 あけぼの）

座長：小林 宣道（札幌医科大学医学部衛生学講座）

O-1204-1 松浦 知香 （大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学）
ウイルス除去を達成したC型慢性肝炎患者にお
ける、肝癌の発症と関連する生活習慣因子

O-1204-2 高田 大輔 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
機械学習やスパースモデリングなどの統計的手法
による肺炎院内死亡予測精度の違い

O-1204-3 加納 和彦 （国立感染症研究所感染症疫学センター）
公衆衛生に資する感染症ダッシュボードシステム
の開発

O-1204-4 吉川 秀夫 （東京都中央区保健所）
感染症発生時対策訓練における脆弱性検出の試み

O-1204-5 齋藤 智也 （国立保健医療科学院）
新興・再興感染症対策と危機管理の脆弱性評価ガ
イダンスの開発と実装手法の確立

第13分科会 健康危機管理

10月25日（金）8:50～9:40
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：調整中

O-1301-1 守川 義信 （奈良県中和保健所）
災害時における保健医療調整本部の運営訓練（第
1報）ー本部立上げと情報共有の検討ー

O-1301-2 山田 全啓 （奈良県中和保健所）
災害時における保健医療調整本部の運営訓練（第
2報）－OCR対応避難所等帳票の活用－
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O-1301-3 木村 竜太 （福岡県田川保健所）
福岡県における災害時健康管理支援チーム
（DHEAT）養成研修の取組（第1報）

O-1301-4 川原 明子 （福岡県南筑後保健福祉環境事務所）
福岡県における災害時健康管理支援チーム
（DHEAT）養成研修の取組（第2報）

10月25日（金）9:40～10:30
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

座長：和田 安彦（和歌山県田辺保健所）

O-1302-1 高杉 友 （SOMPOリスクマネジメント株式会社）
熊本地震における行政機関等の要配慮者への保健
医療・福祉サービス提供の課題と対策

O-1302-2 安村 誠司 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
東日本大震災時に避難区域等に居住の高齢者の6
年後の健康状態：福島「県民健康調査」

O-1302-3 太刀川弘和 （筑波大学医学医療系災害・地域精神医学）
被災地における精神科アウトリーチ支援の効果
－福島県相双地区での「なごみ」の活動－

O-1302-4 冨田 直明 （愛媛県南予地方局健康福祉環境部（宇和島保健
所））
鰻料理が原因となったサルモネラによる大規模食
中毒事例

第14分科会 医療制度・医療政策

10月24日（木）13:20～14:20
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：高橋 秀人（国立保健医療科学院）

O-1401-1 沢戸 健一 （全国健康保険協会長野支部）
胃がん検診受診ががん医療費に与える影響

O-1401-2 森島 敏隆 （大阪国際がんセンターがん対策センター）
がんの初回治療を行う病院は患者死亡の何日前ま
で自院で診療しているのか

O-1401-3 小林 廉毅 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
後発医薬品の使用割合に関連する要因：NDBを
用いた分析

O-1401-4 中西 康裕 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
大規模なレセプトデータを用いた100歳以上患
者と100歳未満患者の医療費の比較

O-1401-5 白山 裕士 （医療法人社団ますお会第2北総病院）
介護老人保健施設における救急搬送と看取りのあ
り方

10月24日（木）14:20～15:20
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-1402-1 増田 翔太 （熊本大学大学院生命科学研究部公衆衛生学）
救急外来医師の判断による救急車の不適切利用の
状況に関する調査

O-1402-2 楠井 敏之 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
タスクシフトの推進に向けた臨床工学技士の麻酔
補助業務における医療安全への影響

O-1402-3 各務 竹康 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
家庭健康管理テュートリアル実習により医学生が
得られた経験と学習意識への影響

O-1402-4 皆月 昭則 （釧路公立大学経済学部）
非情報系学生へのスマートフォンを用いた情報科
学・プログラミング教育の検討

O-1402-5 松本 正俊 （広島大学大学院医系科学研究科地域医療システ
ム学）
地域枠出身医師の地理的分布と指定都道府県から
の流出について：全国コホート研究

第17分科会 公衆栄養

10月25日（金）10:35～12:00
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：中村美詠子（浜松医科大学医学部健康社会医学）

O-1701-1 酒元 誠治 （広島修道大学健康科学部健康栄養学科）
隠れ肥満指数を用いた男子大学生の隠れ肥満者の
推計と応用

O-1701-2 釜野 桜子 （徳島大学大学院・医歯薬学研究部・予防医学分
野）
朝食欠食および睡眠時間とメタボリック症候群と
の関連：J-MICC Study

O-1701-3 木村 安美 （九州大学大学院医学研究院附属コホートセン
ター）
地域住民における食物繊維の種類別摂取量が糖尿
病発症に及ぼす影響：久山町研究

O-1701-4 武見ゆかり （女子栄養大学食生態学研究室）
成人における食環境の認知と健康日本21（第二
次）の目標である食行動との関連

O-1701-5 黒谷 佳代 （医薬基盤・健康・栄養研究所栄養疫学・食育研
究部）
都道府県食育推進計画の具体的目標の特徴

O-1701-6 積口 順子 （福島県県南保健福祉事務所）
大規模災害における栄養・食生活支援活動に係る
準備状況調査（都道府県）

O-1701-7 大原 直子 （京都府乙訓保健所）
大規模災害における栄養・食生活支援活動に係る
準備状況調査（市町村、特別区）

第20分科会 産業保健

10月23日（水）13:40～14:55
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-2001-1 花木 奈央 （大阪大学公衆衛生学）
高齢化社会における勤務中交通事故の時間帯別割
合の推移

O-2001-2 川北 佳雅 （三重県立一志病院）
地方公務員の公務特性分類並びにストレッサー、
ストレス反応との関連性

O-2001-3 藤村 裕子 （富山大学地域連携推進機構地域医療・保健支援
部門）
労働者の介護の度合いと睡眠の質の関係について
の男女比較：日本公務員研究

O-2001-4 高田 碧 （大阪がん循環器病予防センター）
疾病の新規診断が就労状況へ与える影響

O-2001-5 櫻谷あすか （東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座
公衆衛生学分野）
労働者の主観的ウェルビーング向上のための無作
為化比較試験の系統的レビュー

O-2001-6 財津 將嘉 （東京大学医学部公衆衛生学教室）
最長職業による膀胱がんの予後の差：神奈川県地
域がん登録を用いた分析

第21分科会 環境保健

10月23日（水）13:40～14:20
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：小林 廉毅（東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学）

O-2101-1 龍田 希 （東北大学）
メチル水銀および鉛が子どもの IQに及ぼす影響
の検証

O-2101-2 長谷川麻子 （熊本大学大学院先端科学研究部）
独居高齢者住宅における健康に配慮した空気・温
熱環境づくり
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O-2101-3 Okabe Daichi
（千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専
攻）
近隣のウォーカビリティは高齢者の膝痛と腰痛を
抑制か：JAGESマルチレベル横断研究

第22分科会 国際保健

10月25日（金）10:45～11:45
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-2201-1 梅村 朋弘 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
塩害に悩むバングラデシュ南部デルタ地帯の村に
導入した太陽熱淡水化装置の効果

O-2201-2 大西 一成 （聖路加国際大学公衆衛生大学院環境保健分野）
モンゴルにおける黄砂・大気汚染物質濃度上昇に
おける健康影響評価

O-2201-3 蜂矢 正彦 （国立国際医療研究センター国際医療協力局）
ラオス人民民主共和国におけるワクチン接種後の
集団免疫について

O-2201-4 瀬川 裕美 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
ブータン王国のNCD-STEPS-Survey を用い
た、健康行動に関わる背景要因の検討

O-2201-5 中野 政之 （長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野）
ネパール国高地住民における健康リスクと遺伝的
背景の関係性について

第23分科会 保健医療介護サービス研究

10月23日（水）14:25～15:40
第5会場（高知会館 3階 平安）

座長：西 信雄（医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所）

O-2301-1 林 慧茹 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
医療経済学分野）
介護サービス利用の組合せによる、深層学習を用
いた要介護度変化の予測モデル構築

O-2301-2 次橋 幸男 （奈良県立医科大学公衆衛生学）
胃瘻造設術の減少と人工栄養の推移：レセプト
データを用いた患者数と生命予後の分析

O-2301-3 菅野 沙帆 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
奈良県における褥瘡患者数集計の検討：KDB
データを用いて

O-2301-4 飯島 勝矢 （東京大学高齢社会総合研究機構）
医療・介護レセプトを用いた療養場所の集計手法
の検討

O-2301-5 吉江 悟 （東京大学高齢社会総合研究機構）
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

O-2301-6 上野 悟 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
疫学研究へのCDISC標準の利用可能性の検討

English Session/Oral

10月24日（木）8:50～10:05
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-EO01-1 Liu Yiwei
（Keio University School of Medicine, de-
partment of public health）
No benefit on extreme HDL-C on CVD&
All-cause mortality: a meta-analysis

O-EO01-2 Rauniyar Santosh
（The University of Tokyo, Department of
Global Health Policy）
Inequalities in prevalence and manage-
ment of hypertension in India and Nepal

O-EO01-3 Manda Chrispin Mahala
（Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba）
Relative muscle mass, Quality and Cardio-
vascular Diseases Biomarkers in Adults.

O-EO01-4 Yamana Hayato
（Department of Health Services Re-
search, The University of Tokyo）
Health examination and diabetes treat-
ment initiation in hypertensive workers

O-EO01-5 SARI GITA NIRMALA
（ OSAKA UNIVERSITY GRADUATE
SCHOOL OF MEDICINE SOCIAL MEDICINE
DEPARTMENT PUBLIC HEALTH）
Occupational Activity and Risk of Breast
Cancer Incidence : The JACC Study

O-EO01-6 Akbari Fatima
（Kanazawa University, Graduate School of
Medical Sciences）
Reducing OOP Health Payment in Af-
ghanistan: a multiple case study

10月24日（木）15:25～16:05
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-EO02-1 Tri Han Tran Dai
（Department of Global Health Entrepre-
neurship, Division of Public Health, Gradu-
ate School of Tokyo Medical and Dental
University）
Instrumental activities of daily living of the
elderly in the central Viet Nam

O-EO02-2 Kobayashi Kimi
（Tokyo Metropolitan Institute of Gerontol-
ogy）
The role of education on financial percep-
tion and mental health in older adults

O-EO02-3 Mori Takahiro
（Department of Health Services Re-
search, Faculty of Medicine, University of
Tsukuba）
Cost-effectiveness of alendronate for 10
years compared with 5 years in Japan

10月24日（木）16:05～17:05
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：金子 聰（長崎大学熱帯医学研究所）

O-EO03-1 Katayama Miyuki
（Naka Health Canter, City of Nagoya）
EHEC infections with or without antibiotic
treatment in Nagoya city, 2014-17

O-EO03-2 Deng Shiqi
（University of Tsukuba Graduate School
of Comprehensive Human Sciences）
ARI and diarrhea disease among children
in selected sub-Saharan countries

O-EO03-3 Hirao Susumu
（Department of Programme Support, The
Research Institute of Tuberculosis, Japan
Anti-Tuberculosis Association）
IGRA positivity among school students
from tuberculosis high burden countries
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O-EO03-4 MIYASHITA Ayano
（Department of Global Health Entrepre-
neurship Tokyo Medical and Dental Univer-
sity）
Validation of occupational participation in
TB in communes, Phnom Penh

O-EO03-5 Shayo Festo
（Tokyo Medical and Dental University）
Are Tanzanian tuberculosis facilities ready
to provide management of diabetes?

10月25日（金）8:50～9:50
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-EO04-1 Suzuki Hiromi
（Department of Hygiene Faculty of Medi-
cine Kagawa University）
Effective Management of Hyperbilirubine-
mia in Myanmar

O-EO04-2 Yonezawa Yudai
（Tohoku Medical Megabank Organization,
Tohoku University）
Fruits consumption during early preg-
nancy is associated with birth weight

O-EO04-3 Komori Kaori
（Department of Environmental Medicine,
Kochi Medical School）
Verbal abuse during pregnancy increases
newborn hearing screening referral:JECS

O-EO04-4 Funakoshi Yu
（Department of Global Health Promotion,
Tokyo Medical and Dental University）
The association of social capital with be-
havior problems among children in Japan

O-EO04-5 Sawaguchi Toshiko
（Graduate School of Tukuba University）
Solvability by loss via Healthy Parent &
Children 21

10月25日（金）9:50～10:40
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

座長：調整中

O-EO05-1 ALEMI SHARIFULLAH
（TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVER-
SITY）
Rural-Urban Disparities in Receiving An-
tenatal Care among Women in Afghani-
stan

O-EO05-2 Bintabara Deogratius
（Department of Global Health Entrepre-
neurship, Division of Public Health, Gradu-
ate School of Tokyo Medical and Dental
University）
Leave no one behind: some African
women face difficulty in accessing health-
care

O-EO05-3 Matsuyama Yusuke
（Tokyo Medical and Dental University, De-
partment of Global Health Promotion）
Poor Parenting Types and Dental Caries
of 6 year-old children

O-EO05-4 Chinzorig Tselmuun
（Tohoku University Graduate School of
Dentistry, International and Community
Oral Health）
Inequalities in caries experience among
Mongolian children
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第1分科会 疫学・保健医療情報 P-0101-1～P-0105-9

第2分科会 ヘルスプロモーション P-0201-1～P-0207-10

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム P-0301-1～P-0310-8

第4分科会 保健行動・健康教育 P-0401-1～P-0404-11

第5分科会 親子保健・学校保健 P-0501-1～P-0514-11

第6分科会 高齢者の QOLと介護予防 P-0601-1～P-0610-12

第7分科会 高齢者の医療と福祉 P-0701-1～P-0704-10

第8分科会 地域社会と健康 P-0801-1～P-0806-10

第9分科会 難病・障害の医療と福祉 P-0901-1～P-0902-8

第10分科会 精神保健福祉 P-1001-1～P-1004-8

第11分科会 口腔保健 P-1101-1～P-1103-12

第12分科会 感染症 P-1201-1～P-1208-8

第13分科会 健康危機管理 P-1301-1～P-1305-7

第14分科会 医療制度・医療政策 P-1401-1～P-1403-8

第15分科会 公衆衛生従事者育成 P-1501-1～P-1506-9

第16分科会 保健所・衛生行政・ 地域保健 P-1601-1～P-1604-12

第17分科会 公衆栄養 P-1701-1～P-1704-12

第18分科会 健康運動指導 P-1801-1～P-1802-8

第19分科会 食品衛生・薬事衛生 P-1901-1～P-1902-10

第20分科会 産業保健 P-2001-1～P-2004-9

第21分科会 環境保健 P-2101-1～P-2103-6

第22分科会 国際保健 P-2201-1～P-2202-8

第23分科会 保健医療介護サービス研究 P-2301-1～P-2302-9

EP English Session P-EP01-1～P-EP03-10

一般演題（示説）一覧
※「示説」「分科会№」「セッション№」「演題発表№」

例） P - 01 01 - 1
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第1分科会 疫学・保健医療情報

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0101-1 横田 賢一 （長崎大学原爆後障害医療研究所資料収集保存・
解析部資料調査室）
単純辞書による死因名テキストの ICD-10コード
化に関する検討

P-0101-2 青山 旬 （栃木県立衛生福祉大学校）
平成29年人口動態調査に追加された死因：誤嚥
性肺炎の年齢調整死亡率の地域差

P-0101-3 奥田 健太 （大阪大学大学院医学系研究科法医学教室）
死因について性別・年齢階級別の経時変化から施
策の有効性を考える試み

P-0101-4 逢見 憲一 （国立保健医療科学院）
1995年～2015年のわが国における平均寿命
延長の年齢および死因構造と公衆衛生の役割

P-0101-5 西 信雄 （医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研
究所）
シミュレーションモデルを用いた平均余命および
健康余命の推移の検討

P-0101-6 Kurimori Sugako
（聖徳大学看護学部）
都道府県別にみた5年間の健康余命（DALE）と
障害値（WDP）の年次推移と年間比較

P-0101-7 林 正幸 （福島県立医科大学健康増進センター）
福島県西郷村の平均寿命と健康寿命に関する一考
察

P-0101-8 世古 留美 （藤田医科大学保健衛生学部看護学科）
介護保険に基づく平均自立期間の2010～
2016年の都道府県分布

P-0101-9 高橋 由光 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
健康情報学）
国民生活基礎調査匿名データ（高等教育関係）を
用いた解析実習と効果：質的内容分析

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0102-1 橋本 修二 （藤田医科大学医学部衛生学講座）
患者調査の総患者数推計の検討 第１報 新しい
推計方法の応用

P-0102-2 村上 義孝 （東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野）
患者調査の総患者数推計の検討 第２報 社会医
療診療行為別調査との比較

P-0102-3 川戸美由紀 （藤田医科大学医学部衛生学講座）
患者調査の総患者数推計の検討 第３報 総外来
患者の年齢別診療間隔

P-0102-4 三重野牧子 （自治医科大学情報センター医学情報学）
患者調査の総患者数推計の検討 第４報 脳血管
疾患の地域分布と特性把握

P-0102-5 則安 俊昭 （岡山県保健福祉部）
既存の統計データと将来推計人口を用いた将来の
患者数の推計

P-0102-6 中野 裕紀 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
福島県脳卒中発症登録に関する報告：東日本大震
災の影響

P-0102-7 藤牧 貴子 （大阪大学大学院医学系研究科）
後期高齢者の死因の動向からみた東日本大震災の
影響に関する研究

P-0102-8 中島 淳一 （福岡県保健環境研究所）
福岡県における二次医療圏別がん受療動向

P-0102-9 山口 通代 （愛知県がんセンター研究所がん情報・対策研究
分野）
がん患者生存率の地域比較
-Funnel Plot 法を用いた評価-

P-0102-10 恒松美輪子 （広島大学大学院医系科学研究科健康情報学研究
室）
女性がん検診に対する認識が検診受診行動に及ぼ
す影響について

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0103-1 冨岡 公子 （奈良県立医科大学県民健康増進支援センター）
国民生活基礎調査の匿名データによる教育年数・
職種と喫煙の横断的関連

P-0103-2 翠川 晴彦 （筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医
学専攻）
睡眠の諸問題に関連する指標における地域差の実
態－国民生活基礎調査の結果より－

P-0103-3 櫻井 貴太 （全国健康保険協会静岡支部企画総務グループ）
就労世代の不眠に起因するうつ病、睡眠時無呼吸
症候群における考察

P-0103-4 木下 麻子 （大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科）
有配偶女性の就労・家庭内労働と健康関連QOL
（効用値）の関連

P-0103-5 藤井 朋子 （東京大学医学部附属病院22世紀医療センター運
動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座）
看護師の仕事に支障のある慢性腰痛と恐怖回避思
考の関連

P-0103-6 中越奈津子 （慶應義塾大学）
健常人における心拍数およびダブルプロダクトの
規定要因：神戸研究

P-0103-7 郡山 千早 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学・予防
医学）
ボタンボウフウ摂取による健康影響に関する介入
研究

P-0103-8 古賀 義隆 （花王株式会社）
上気道感染症の罹患歴と生活習慣・健康状態の関
連解析

P-0103-9 佐野 尭 （自治医科大学公衆衛生学部門）
地域剥奪指標と東京・大阪における川崎病発生率
との関係（1993-1998)

P-0103-10 近藤 亨子 （大阪市立大学医学部・附属病院運営本部）
日本人におけるクローン病発症の関連因子：10
歳前後の食習慣に着目して

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：安藤 雄一（国立保健医療科学院生涯健康研究部）

P-0104-1 西條 泰明 （旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分
野）
エコチル調査北海道ユニットセンターにおける父
親の非特異的 IgEレベルと関連要因

P-0104-2 梅澤 光政 （獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）
妊娠前及び妊娠中の飲酒・喫煙の現状：OSAN

P-0104-3 窪山 泉 （国士舘大学体育学部スポーツ医科学科）
出生時体重2,500g未満の出生割合と地域特性
の指標

P-0104-4 瓜巣 敦子 （中部学院大学看護リハビリテーション学部看護
学科)
大学生におけるコンタクトレンズ障害発生状況

P-0104-5 安藤 雄一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
平成28年歯科疾患実態調査の協力者の特性：国
民健康・栄養調査リンケージデータの分析

P-0104-6 星 佳芳 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
「e-ヘルスネット」におけるアクセスログ・検索
語の解析結果
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P-0104-7 今井 博久 （東京大学大学院医学系研究科地域医薬システム
学講座）
自治体と医師会と薬剤師会の協働作業による多剤
処方への介入研究（１）

P-0104-8 中尾 裕之 （宮崎県立看護大学看護学部看護人間学3）
自治体と医師会と薬剤師会の協働作業による多剤
処方への介入研究（2）

P-0104-9 安藤 崇仁 （帝京大学薬学部地域医療薬学研究室）
自治体規模および自治体僻遠性を加味した薬剤師
地域分布の動向調査（1996～2016年）

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-0105-1 松田 彩子 （帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
患者と医師間の意思疎通を測定する質問紙の信頼
性と妥当性の検討

P-0105-2 山崎さやか （健康科学大学看護学部看護学科）
医療従事者における成年後見制度の認知と理解の
実態

P-0105-3 川井 和久 （大阪府監察医事務所）
大阪市内における孤立死の現状

P-0105-4 福西 広晃 （東京工科大学コンピュータサイエンス学部）
レセプトデータを用いた機械学習によるアルツハ
イマー型認知症予測方法の開発

P-0105-5 舟久保徳美 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
車の色と信号無視違反との関連について

P-0105-6 草深 明子 （東京都健康安全研究センター企画調整部）
マスギャザリングにおける感染症サーベイランス
強化に向けた研究

P-0105-7 阿美 亜樹 （世田谷区北沢総合支所保健福祉センター健康づ
くり課保健相談係）
特別区 （東京23区）公式WEBサイトの外国人
住民向け保健医療情報提供の現状

P-0105-8 地田 彩乃 （東京理科大学一部数学科）
割礼がさまざまな病気に与える影響

P-0105-9 澤口 彰子 （東京福祉大学名古屋校）
前世の記憶を有するインドの人々に関する lo-
gistic 回帰解析と partial nested approach

第2分科会 ヘルスプロモーション

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：文 鐘聲（畿央大学健康科学部）

P-0201-1 文 鐘聲 （畿央大学健康科学部）
地域在住壮年期住民の心理的ストレスに関連する
要因－KAGUYAプロジェクト

P-0201-2 吉村 真弓 （高知大学医学部環境医学教室）
青壮年期の気持ちの張りや生きがいと主観的健康
感の関連

P-0201-3 平 和也 （歯科医科大学医学部看護学科公衆衛生看護学講
座）
滋賀県における性・年代別の主観的な健康につい
て～健康しが県民意識調査～

P-0201-4 遠藤 寛子 （帝京大学大学院医療技術学研究科）
健康行動に関連するHLC因子の検討ー年代別共
分散構造分析－

P-0201-5 西 圭司 （安芸太田町）
壮年期における循環器疾患予防事業での子育て世
代へのアプローチ

P-0201-6 吹田 晋 （慶應義塾大学看護医療学部）
保護者への健康教室の教材としてタイプA行動
パターンは活用できるのか？

P-0201-7 落合 都 （枚方市保健センター）
枚方市における青年期～壮年期のウォーキングイ
ベントへの参加を促す取り組みについて

P-0201-8 植杉 優一 （武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科）
若年女性におけるロコモティブシンドロームと立
位姿勢・歩行指標との関連について

P-0201-9 間戸 美恵 （桐生大学医療保健学部）
大学生における朝食摂取状況と健康関連生活習慣
との関連

P-0201-10 松井 幾子 （和洋女子大学家政学部健康栄養学科）
若年期生活習慣病予防を目的とした健康プランに
ついて～食事調査結果から～

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：丸山 広達（愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）

P-0202-1 五領田小百合（辻料理教育研究所）
直感的な速い思考（ナッジ）と論理的な遅い思考
が食選択に与える影響と背景要因の検討

P-0202-2 西本 大策 （鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻基幹看護
学講座）
脂肪摂取制限に対する自己意識と実際の脂肪摂取
量及び血清脂質値との関連に関する研究

P-0202-3 Futamura Junko
（愛知医科大学看護学部）
看護学生とともに創る食生活改善プログラムの効
果

P-0202-4 門間 千佳 （株式会社医薬品情報センター）
効果的で継続的な食支援の実現に向けて調剤薬局
で実施した食事調査の検証

P-0202-5 蒲原 聖可 （株式会社ディーエイチシー）
公民連携による保健事業：健康ポイント、肥満メ
タボ脱出、葉酸サプリプロジェクト

P-0202-6 玉井 公子 （京都府立医科大学大学院保健看護学研究科地域
看護学領域）
B地域健康力アップ大作戦の10年間の活動の歩
みと展望

P-0202-7 大澤真奈美 （群馬県立県民健康科学大学看護学部）
看護系大学における健康づくりに関する小規模町
村支援モデルの構築

P-0202-8 坪井 りえ （群馬県立県民健康科学大学看護学部）
Ａ村の eGFR値と生活習慣および健康診査結果
との関連

P-0202-9 高木 明子 （広島大学大学院医系科学研究科）
計画的行動理論に基づいた農業従事者を対象とし
た健康づくり事業の課題

P-0202-10 松木 秀明 （東海大学医学部）
総合型地域スポーツクラブ継続参加者の健康調査
に関する研究

P-0202-11 植木 真 （株式会社健康科学研究所）
腹囲、運動実践状況とヘルスリテラシーとの関
係：性別と年齢階層を考慮した検討

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：井上 茂（東京医科大学公衆衛生学分野）

P-0203-2 鈴木 研太 （日本医療科学大学保健医療学部）
地域ヘルスプロモーションにおける運動動機づ
け：運動習慣と気分・ストレス状態の分析

P-0203-3 清水 洋子 （東京女子医科大学看護学研究科）
住民と協働による健康なまちづくりを目指した
PDCAの継続展開とその効果

P-0203-4 前川 明宏 （福島県立医科大学大学院医学研究科災害・被ば
く医療科学共同専攻災害公衆衛生看護学講座）
陸前高田市「はまってけらいん かだってけらい
ん運動」の震災後８年間の進展プロセス

P-0203-5 後藤 順子 （山形県立保健医療大学）
上山市温泉クアオルト協議会の現状と課題
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P-0203-6 高本佳代子 （熊本市健康福祉局福祉部）
SDGs目標３の促進因子－熊本市の健康まちづ
くりや地域包括ケアシステム等から－

P-0203-7 伊藤 真理 （中央大学研究開発機構）
全国市区町村が実施するがん検診等健康増進事業
の実態調査

P-0203-8 幡本 朋子 （新潟市秋葉区役所健康福祉課）
K地区の特定健康診査受診率最下位からの脱出を
めざして

P-0203-9 大野 洋一 （埼玉医科大学社会医学）
地域住民のメタボリック症候群に対する特定保健
指導による代謝因子改善の性差

P-0203-10 宮崎 孝 （埼玉医科大学医学部社会医学）
地域住民の特定健康診査・特定保健指導における
内臓脂肪面積および動脈硬化度の変化

10月24日（木）10:00～11:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：豊田 誠（高知市保健所）

P-0204-1 渡邉 玲子 （一般社団法人国際ナーシングドゥーラ協会）
ナーシングドゥーラ養成講座の役割～養育支援訪
問事業担い手育成の視点で～

P-0204-2 和田 恭子 （熊本市東区役所保健子ども課）
発達に課題のある子どもと保護者への支援～東区
発達支援ネットワークの取組～

P-0204-3 木原 薫 （熊本市東区役所保健子ども課）
平成28年熊本地震を乗り越えた、乳幼児を養育
する母親のソーシャル・サポートについて

P-0204-4 天野 遥香 （広島県西部保健所広島支所）
健康ひろしま21の実現に向けて保健所・歯科医
師・市町が連携して行う乳幼児う蝕対策

P-0204-5 川瀬善一郎 （一般財団法人日本気象協会）
小児ぜん息患者を対象とした気象予測が行動変容
に影響を与える可能性の考察

P-0204-6 射場 百花 （武庫川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄
養学専攻）
学童期におけるゲームに費やす時間と食生活・生
活習慣との関連

P-0204-7 田中 安理 （日本女子体育大学大学院スポーツ科学研究科）
高校生の母親の運動行動と運動ソーシャルサポー
トとの関連

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：仁賀 建夫（経済産業省ヘルスケア産業課）

P-0205-1 渡部 真澄 （法政大学大学院政策創造研究科）
女性特有の疾病・疾患罹患者の就業継続に及ぼす
阻害要因について

P-0205-2 前田 由佳 （高知県須崎福祉保健所）
事業所での主体的な健康づくりの取組

P-0205-3 熊谷 美香 （弘前大学大学院医学研究科アクティブライフプ
ロモーション学研究講座）
職域における健康づくり支援プログラムの試行と
健康増進の効果検証

P-0205-4 大津 瑠璃 （大分県中部保健所由布保健部）
事業所の健康応援プログラムの実践～地域の健康
づくりを見据えた保健所の取組～

P-0205-5 鹿瀬島岳彦 （横浜市健康福祉局健康安全部保健事業課）
自治体と産業保健総合支援センターの健康経営の
取組による課題把握

P-0205-6 春日 潤子 （横浜市健康福祉局健康安全部保健事業課）
中小企業の保健サービス活用促進に向けた支援－
ウェルネスパートナーズの活用‐

P-0205-7 仁賀 建夫 （経済産業省ヘルスケア産業課）
健康経営銘柄制度の効果

P-0205-8 谷内 佳代 （大阪府池田保健所企画調整課）
産官学連携健康寿命延伸事業～多世代対応型プロ
グラムの構築～

P-0205-9 高橋 愛 （大阪府池田保健所企画調整課）
産官学連携健康寿命延伸事業～地域包括ケアシス
テム構築をめざして～

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：井上 辰樹（龍谷大学社会学部）

P-0206-1 三上 民喜 （龍谷大学大学院社会学研究科）
某特養介護等職員の心と身体の健康づくり研究
（第1報）～ストレス高レベル者出現率～

P-0206-2 齊藤 裕三 （特別養護老人ホーム神の園）
某特養介護等職員の心と身体の健康づくり研究
（第2報）～素点換算法を用いた比較～

P-0206-3 井上 辰樹 （龍谷大学社会学部）
某特養介護等職員の心と身体の健康づくり研究
（第3報）～高ストレス要因の判別分析～

P-0206-4 細川 佳能 （日本女子体育大学大学院スポーツ科学研究科）
スポーツ活動を行う地域高齢者のコミュニティ意
識と保護者の学校参加との関連

P-0206-5 三浦 隆 （アルケア株式会社ヘルスケア事業部）
運動器健診でのロコモ度該当の要因

P-0206-6 原田 悠平 （アルケア株式会社ヘルスケア事業部）
下肢特化型介護予防教室のドロップアウト者の特
徴の検討

P-0206-7 勝村 亘 （アルケア株式会社ヘルスケア事業部）
下肢特化型介護予防教室参加者の応募ルートごと
の特徴

P-0206-8 平井 一芳 （福井県立大学看護福祉学部）
福井市在住（都市部・山間部・沿岸部）65歳以
上の高齢者におけるフレイルの探索的解析

P-0206-9 宮崎 亮 （島根大学人間科学部）
地域高齢者の牛乳乳製品摂取量とフレイルとの関
係－歩行能力の詳細な測定を通して－

P-0206-10 北畠 義典 （埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科）
建設後 半世紀を過ぎた大型団地住民の家族構成
と生活習慣・健康状態

P-0206-11 飯塚 あい （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者の世代間交流活動に対する保健機関の支援
と予防接種状況の関連～RIPRINTSより～

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：竹内 豊（愛媛県八幡浜保健所）

P-0207-1 瀬戸 裕一 （愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課）
愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり事業【第
1報】取組み

P-0207-2 高島 恵 （愛媛県宇和島保健所）
愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり事業【第
2報】モデル事業健康づくりRe·Form

P-0207-3 入野 了士 （愛媛県立医療技術大学）
愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり事業【第
3報】確認された分析の課題とその対応

P-0207-4 福田 茉莉 （島根大学医学部環境保健医学講座）
IoT を活用した長期家庭血圧管理研究の実践報告
と課題【益田研究：第1報】

P-0207-5 中畑 典子 （島根県立大学看護栄養学部健康栄養学科）
家庭血圧測定実施者における食習慣と食物摂取状
況の変化【益田研究：第2報】

P-0207-6 伊木 智子 （関西看護医療大学）
男性を対象とした競技性のあるゲームを取り入れ
た“笑い”を引き出すプログラムの効果

P-0207-7 川崎 裕美 （広島大学大学院医系科学研究科）
リストバンド型活動量計による健康行動に対する
動機付け維持の可能性
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P-0207-8 山下 琴美 （広島大学大学院医系科学研究科）
男性農業従事者を対象とした，楽に長く歩くこと
をめざした健康教育の検討

P-0207-9 三木 竜介 （神戸市保健福祉局健康部健康政策課）
市民PHR（Personal Health Record）システ
ムおよび健康増進アプリの開発と今後の活用

P-0207-10 横山 絢香 （自治医科大学看護学部）
ICT を活用した保健指導プログラムに関する文献
レビュー

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：中山 富雄（国立がん研究センター社会と健康研究センター）

P-0301-1 小山史穂子 （大阪国際がんセンターがん対策センター）
口腔・咽頭がんの病院別手術件数と予後との関
連－大阪府がん登録を用いた検討

P-0301-2 瀬川 嘉之 （高木学校）
原発事故に伴う福島県の甲状腺検査と日本のがん
検診を国際基準に照らして検討する

P-0301-3 金村 政輝 （宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研
究部）
がん登録情報を活用したがん対策の推進（第3
報）：宮城県における取り組みの開始

P-0301-4 飯塚 香織 （宇都宮市保健福祉部保健所）
宇都宮市の特定健康診査・がん検診の受診率から
受診率向上対策を考える

P-0301-5 杉本 章二 （公益財団法人高知県総合保健協会）
高知県の地域肺がん検診への取り組み現状

P-0301-6 金田 光平 （埼玉医科大学医学教育センター）
埼玉県における胃がん検診の現状について

P-0301-7 濱 秀聡 （大阪国際がんセンターがん対策センター）
大阪府における大腸がん検診の個別受診勧奨の実
態

P-0301-8 勢井 雅子 （徳島県総合健診センター）
がん検診としての超音波検査の精度

P-0301-9 河野可奈子 （国立がん研究センター検診研究部）
子宮頸がん検診におけるHPV検査の有用性評価
研究

P-0301-10 竹島 愛美 （文京学院大学保健医療技術学部看護学科）
産後の子宮頸がん検診の受診に影響する要因

P-0301-11 塩見 真由 （大阪大学医学部産婦人科）
厚労省のHPVワクチンに関するリーフレットに
関するアンケート調査

10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：加藤 匡宏（愛媛大学教育学部教育実践総合センター）

P-0302-1 山岸 貴子 （帝京大学医療技術学部看護学科）
大腸がん検診における看護職の関わりについての
国外文献レビュー

P-0302-2 糸井志津乃 （目白大学大学院看護学研究科）
病院でのがんサバイバー活動への支援に対する看
護師の思い

P-0302-3 中村 明美 （武庫川女子大学教育学部教育学科）
がんサロンにおける話題の類型化

P-0302-4 風間 眞理 （奈良県立医科大学医学部看護学科）
がんピア・サポーターに必要な医療情報リテラ
シーに影響を及ぼす要因

P-0302-5 原田 小夜 （梅花女子大学看護保健学部看護学科）
滋賀県内がん相談支援センターにおける相談の実
態調査～第2報～

P-0302-6 花岡州一郎 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
健康関連QOL値とその後の死亡率との関連：大
洲コホート研究

P-0302-7 早崎 圭祐 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
ベルリン質問紙によって評価された睡眠呼吸障害
と生命予後との関連：大洲コホート研究

P-0302-8 田原 康玄 （京都大学大学院医学系研究科附属ゲノム医学セ
ンター）
夜間尿回数は睡眠時無呼吸の存在を示唆する－な
がはまスタディ

P-0302-9 浦西 理絵 （守山市役所健康福祉部すこやか生活課）
守山市における対策型検診としてのCOPD検診
の取組について

10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：上村 浩一（徳島大学大学院・医歯薬学研究部・予防医学分野）

P-0303-1 森野 謙一 （全国健康保険協会富山支部）
特定健診受診者の生活習慣の推移

P-0303-2 谷口 栄作 （島根県健康福祉部）
島根県民のメタボリック症候群に関係する生活習
慣の状況

P-0303-3 土田ももこ （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
職域の若年男性におけるメタボリックシンドロー
ムのリスク要因

P-0303-4 上村 浩一 （徳島大学大学院・医歯薬学研究部・予防医学分
野）
日常の生活活動および余暇の運動とメタボリック
症候群との関連：J-MICC Study

P-0303-5 川崎 直人 （近畿大学薬学部公衆衛生学）
特定健診における腹囲と血液検査結果との関連性

P-0303-6 岡崎可奈子 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
東日本大震災直後の避難区域住民のメタボリック
シンドロームに関連する心理社会的要因

P-0303-7 事崎 由佳 （岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバン
ク機構）
東日本大震災後の岩手県における腹囲と内臓脂肪
面積の経時変化：地域住民コホート調査

P-0303-8 Okamoto Hiroteru
（杏林大学保健学部健康福祉学科）
運動相談事業に参加した中高年者の尿中8-
OHdGと生活習慣との関係について

P-0303-9 島元 智浩 （医療法人徳洲会大隅鹿屋病院）
他職種連携により活動範囲の拡大を認め体重減少
に繋がった高度肥満の症例

P-0303-10 會田 梓 （東京大学大学院医学系研究科内科学専攻生体防
御腫瘍内科学講座代謝栄養病態学）
遠隔面談を用いた特定保健指導「カラダ予想図プ
ロジェクトMEDFIE」

10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0304-1 遠藤 翔太 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
一般住民における体重増加への認識とその後の体
重変化との関連についての研究

P-0304-2 櫻井しのぶ （順天堂大学大学院医療看護学研究科）
若年女性の隠れ肥満に関する実態調査［第1報］－
各年代における実態－

P-0304-3 中西 唯公 （順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科）
若年女性の隠れ肥満に関する実態調査［第2報］－
健康診断・測定結果との関連－

P-0304-4 落合 裕隆 （昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
女性におけるAST/ALT比と慢性腎臓病の関係
（ZRF study 第17報）

P-0304-5 白澤 貴子 （昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
中高年女性における夜遅い食事及び夜食と肥満・
腹部肥満との関連（ZRF study 第18報）
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P-0304-6 吉本 隆彦 （昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
女性における生活習慣リスク要因の集積と腰痛症
との関連（ZRF study 第19報）

P-0304-7 中川 友博 （花王株式会社ヘルスケア食品研究所）
歩行が内臓脂肪と活力に与える影響

P-0304-8 我妻ゆき子 （筑波大学医学医療系）
地域健康診断における運動機能分析の導入

P-0304-9 西連地利己 （獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）
低BMI とその後の不健康発生リスクとの関連：
Mibu Innovation Cohort Study（MICS）

10月23日（水）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：津下 一代（あいち健康の森健康科学総合センター）

P-0305-1 山田 真司 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
誕生した季節と2型糖尿病罹患の関連について

P-0305-2 宮村慧太朗 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
思春期における朝食欠食と境界型糖尿病リスクの
関連

P-0305-3 斉藤 功 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
安静時心拍数と糖尿病発症との関連：東温スタ
ディ

P-0305-4 岡田 武夫 （大阪がん循環器病予防センター循環器病予防部
門）
住民健診における糖尿病と関連する因子について

P-0305-5 佐藤 綾子 （筑西市保健福祉部健康増進課）
筑西市における糖尿病予防教室の効果

P-0305-6 糸井 利幸 （京都府中丹西保健所）
福知山市における血液透析患者を対象にした糖尿
病治療中断者の背景調査

P-0305-7 藤本 賢治 （産業医科大学医学部公衆衛生学教室）
労働者世代における糖尿病罹患者の治療中断の背
景

P-0305-8 栄口由香里 （あいち健康の森健康科学総合センター）
糖尿病性腎症重症化予防プログラム～全国148
自治体の実証支援より～

P-0305-9 川越 雅弘 （埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科）
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

P-0305-10 新井 麻子 （豊島区保健福祉部地域保健課）
豊島区糖尿病重症化予防事業Part1糖尿病予備
群への生活改善を主とした保健指導の効果

P-0305-11 西野 陽子 （豊島区保健福祉部地域保健課）
豊島区糖尿病重症化予防事業Part2糖尿病受診
勧奨支援における高血糖状態の改善効果

P-0305-12 上野 雅子 （豊島区保健福祉部地域保健課）
豊島区糖尿病重症化予防事業Part3特定健診結
果HbA1cと糖尿病重症化予防事業との関連

10月23日（水）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0306-1 石川 麻衣 （群馬大学大学院保健学研究科）
群馬県市町村国保における特定健診等の分析（第
1報）実態調査結果の全国との比較

P-0306-2 佐藤 由美 （群馬大学大学院保健学研究科）
群馬県市町村国保における特定健診等の分析（第
2報）実施率上位自治体へのヒアリング

P-0306-3 鮫島 祐子 （宮崎県高千穂保健所）
宮崎県における特定健診実施率向上に係る要因分
析について

P-0306-4 角野 香織 （東京大学医学系研究科）
農村部における中年期国民健康保険被保険者の健
康診査・診断受診の背景：質的研究

P-0306-5 野口 理子 （神戸大学大学院経済学研究科）
働き方が健診の受診に与える影響の検証

P-0306-6 細田 武伸 （鳥取看護大学看護学部）
A市特定健康診査未受診要因の解明に関する研究
～A市保健師に対するインタビュー調査～

P-0306-7 刈谷 剛 （高知工科大学地域連携機構社会マネジメントシ
ステム研究センター）
特定健診の受診阻害要因に関する研究－EBPM
に基づくプログラム評価手法の構築－

P-0306-8 内田 雅子 （岡山県赤磐市役所保健福祉部）
中年期にある特定健康診査未受診者の特徴 第一
報：心身の健康状況に着目して

P-0306-9 芳我ちより （岡山大学）
中年期にある特定健康診査未受診者の特徴 第二
報：就業・経済状況に着目して

P-0306-10 大倉光帆子 （京都市保険年金課）
京都市国保 特定健康診査後の医療機関未受診者
への受診勧奨効果の検討

P-0306-11 藤丸 郁代 （中部大学生命健康科学部スポーツ保健医療学科）
特定保健指導参加率向上の要因を探る－加入者調
査から

10月23日（水）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：嶽崎 俊郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際離島医療学
分野）

P-0307-1 平良あゆみ （群馬県健康福祉部保健予防課）
群馬県における特定健康診査データからみた糖尿
病発症リスクの検討 第1報

P-0307-2 近藤 泰之 （群馬県健康福祉部保健予防課健康増進・食育推
進係）
群馬県における特定健診データからみた生活環境
と生活習慣病発症リスクの検討第2報

P-0307-3 岡田 実 （亀田メディカルセンター幕張）
特定健診経年受診者「動脈硬化疾患リスク指標」
「服薬率」の変動
-11年間の実績－

P-0307-4 前田 隆 （山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科）
特定健診・特定保健指導制度の効果検証

P-0307-5 藤井奈穂子 （公益財団法人広島県地域保健医療推進機構）
特定保健指導介入の職域男性における体重変化と
生活習慣の特徴について

P-0307-6 江角 伸吾 （自治医科大学看護学部）
ICT を活用した保健指導を実施する際の要件等の
文献検討

P-0307-7 腰山 誠 （公益財団法人岩手県予防医学協会）
東日本大震災後の岩手県沿岸地域男性住民の生活
習慣病とリスク要因保有状況の変化

P-0307-8 渡邊多永子 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
夫婦の生活習慣病罹患の一致について

P-0307-9 和泉 京子 （武庫川女子大学看護学部）
家族介護者の健康状態と生活習慣病予防の健康行
動

P-0307-10 Hasegawa Hidetaka
（常葉大学健康科学部）
BAPと TRACP-5bを用いた骨代謝評価と骨密
度との関連性の検討

P-0307-11 指宿 りえ （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際離島医
療学分野）
NAFLDに対する肥満とBAR2と BAR3遺伝子
多型との相互作用に関する研究

P-0307-12 前田 圭介 （藤田医科大学大学院保健学研究科）
住民健診受診者における喫煙習慣と白血球中
TXNIP遺伝子のDNAメチル化率との関連
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10月23日（水）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：佐藤 眞一（千葉県衛生研究所）

P-0308-1 徳広 千惠 （美作大学生活科学部食物学科）
高知県における外来栄養食事指導の取り組みの成
果

P-0308-2 竹内恵美子 （豊川市保健センター）
6年間のHbA1cの悪化および改善と質問紙調査
による食行動との関連の検討

P-0308-3 宮崎 純子 （大阪がん循環器病予防センター）
壮・中年期男性の血圧レベルに関連する食事因子
の検討

P-0308-4 行田 美穂 （周防大島町健康増進課）
中学生の食塩摂取調査～ちょび塩（減塩）で広げ
る健康づくり～

P-0308-5 碓井 健介 （全国健康保険協会愛媛支部）
シオチェックを活用した減塩効果を高める特定保
健指導アプローチ方法の検討

P-0308-6 芦澤 英一 （千葉県衛生研究所）
職域健康診断による慢性腎臓病とリスク因子との
関連

P-0308-7 平田 あや （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
都市住民における生活習慣と腎機能低下の進行と
の関連：神戸研究

P-0308-8 服部 浩子 （慶應義塾大学衛生学公衆衛生学教室）
都市部住民における推定24時間尿中NaとNa/
Kの腎機能低下リスク：神戸研究

P-0308-9 久保佐智美 （神戸医療産業都市推進機構コホート研究チーム）
一般地域住民における血清DHA濃度は腎機能低
下と関連するのか：神戸研究

P-0308-10 高森 行宏 （（公財）田附興風会北野病院健康管理センター）
高齢女性における継続的サプリメント摂取および
運動習慣と健康状態との関連について

P-0308-11 海老原泰代 （千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科）
千葉県内勤労者を対象とした栄養教育教材の開発
およびライフスタイル改善効果について

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：北村 明彦（東京都健康長寿医療センター研究所）

P-0309-1 高嶋 直敬 （近畿大学医学部公衆衛生学教室）
地域における初発脳卒中発症者の5年生存率：滋
賀脳卒中・循環器病登録研究

P-0309-2 米倉 佑貴 （聖路加国際大学大学院看護学研究科）
男性における喫煙状況と脳血管疾患罹患の関連性
の検討－岩手県北コホート研究

P-0309-3 大澤 正樹 （盛岡つなぎ温泉病院内科）
男性高齢者の喫煙状況と循環器疾患罹患絶対リス
クの検討－岩手県北コホート研究

P-0309-4 李 嘉奇 （大阪大学医学系研究科公衆衛生学）
地域住民における白血球数と循環器疾患発症リス
クとの関連（CIRCS）

P-0309-5 下敷領一平 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際離島医
療学分野）
アルコール1日摂取量ごとの飲酒頻度と動脈硬化
関連要因との関連に関する研究

P-0309-6 梅本かおり （慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
都市住民における出生体重と循環器疾患の危険因
子との関連：神戸研究

P-0309-7 久保田康彦 （大阪がん循環器病予防センター）
TV視聴は主に肥満を介して心房細動リスクを上
昇させる

P-0309-8 Kawazoe Miki
（福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室）
高尿酸血症と高血圧発症との関連：ISSA-CKD

P-0309-9 鈴木 康司 （藤田医科大学医療科学部臨床検査学科）
住民健診受診者における血清microRNA値と5
年間の血圧変化率との関連

P-0309-10 冨澤 理恵 （大阪大学大学院医学系研究科附属ツインリサー
チセンター）
血圧値の遺伝学的解析

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0310-1 松尾 和晃 （摂津市保健センター）
非肥満の循環器疾患危険因子保有者への保健指導
ガイドライン－地域での実行性の検討－

P-0310-2 平澤 芳恵 （独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院
治療就労両立支援センター）
高齢タクシードライバーにおける生活状況と食習
慣の調査－健康寿命延伸に向けて－

P-0310-3 佐藤さとみ （独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院
治療就労両立支援センター）
タクシードライバーの喫煙状況と身体機能の調
査―健康寿命延伸に向けた考察―

P-0310-4 山本 亮 （株式会社くまもと健康支援研究所）
保健医療専門職による後期高齢者重症化予防事業
の実証効果

P-0310-5 月野木ルミ （日本赤十字看護大学地域看護学領域）
乳幼児を持つ女性における健康管理の実態と生活
習慣病予防健診の促進要因の検討

P-0310-6 高柳 麻衣 （釧路市こども保健部健康推進課）
3年間のキッズ健診から見えてきた、小児の生活
習慣病対策の考察

P-0310-7 金 光宇 （医療法人社団成和会西新井病院）
児童・生徒による行動変容に着目した足立区にお
ける生活習慣病対策の取り組み

P-0310-8 岩永 資隆 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
国際保健学講座健康政策・国際保健学分野）
生活習慣病と1型糖尿病に関する高等学校用保健
体育の教科書の記述の比較

第4分科会 保健行動・健康教育

10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-0401-1 徳田 糸代 （弘前大学大学院医学研究科オーラルヘルスケア
学講座）
小学校における生活習慣病予防のための健康教育
活動の実際

P-0401-2 山北 満哉 （北里大学一般教育部人間科学教育センター健康
科学単位）
1ヶ月間の短時間の運動遊びプログラムは子ども
の自制心に影響を及ぼすのか？

P-0401-3 森田 桂子 （了徳寺大学健康科学部看護学科）
効果的な思春期教室を実施するための連携のあり
方

P-0401-4 倉内 静香 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
中学生を対象としたSOSの出し方教育における
ピア・サポーター養成について

P-0401-5 福嶋 史江 （府中市福祉保健部健康推進課）
高齢者ボランティアとの協働による「SOSの出
し方に関する教育」の実践：その1

P-0401-6 小川 将 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者ボランティアとの協働による「SOSの出
し方に関する教育」の実践：その2

P-0401-7 石井 英子 （岐阜保健大学看護学部）
ダブルケア（親の介護・子育て）の支援策を考え
る
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P-0401-8 山下留理子 （国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科）
認知症者・家族に対する理解と対応能力向上のた
めの警察職員に特化した教育内容の検討

P-0401-9 西田 陽子 （神戸医療産業都市推進機構）
一般住民における皮膚乾燥とかゆみの要因の検
討：神戸研究

10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：鈴木 孝太（愛知医科大学医学部衛生学講座）

P-0402-1 戸次加奈江 （生活環境研究部）
専門職を対象とした禁煙支援者の養成・支援に関
するプログラムの提供

P-0402-2 足立 典子 （全国健康保険協会大分支部）
禁煙指導における事業所への働きかけと専門職の
スキル向上のための取組み

P-0402-3 伊藤 ゆり （大阪医科大学研究支援センター医療統計室）
飲食店の受動喫煙対策におけるウェブやSNSの
活用～ケムラン～

P-0402-4 川合さとみ （御坊市役所健康福祉課）
喫煙対策を中心とした健康づくりに向けて～和歌
山県御坊市の取り組み～（第3報）

P-0402-5 松本 泉美 （畿央大学健康科学部看護医療学科）
韓国における喫煙対策と禁煙支援機関の活動

P-0402-6 森 直子 （聖徳大学人間栄養学部）
野菜・果物摂取量に関する心理社会的要因の性・
年齢階級別の特徴

P-0402-7 魚里 明子 （神戸女子大学看護学部看護学科）
体験型栄養教育SATシステムの食事診断を用い
た慢性腎臓病予防教室の取り組み

P-0402-8 堀 礼子 （愛知医科大学医学部衛生学）
医学部学生の睡眠習慣の検討

P-0402-9 生水 智子 （大阪河崎リハビリテーション大学リハビリテー
ション学部作業療法学専攻）
地域在住高齢者における睡眠状況と園芸活動の関
係

P-0402-10 佐藤裕見子 （明治国際医療大学看護学部）
地域高齢者の睡眠障害に対する睡眠健康教育プロ
グラムの開発

10月24日（木）10:00～11:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-0403-1 笠原 美香 （青森県立保健大学大学院）
高校生のヘルスリテラシー調査～長命地域と短命
地域の比較～

P-0403-2 荒木 裕子 （九州女子大学家政学部）
女子大学生におけるヘルスリテラシーと健康行動

P-0403-3 衞藤 佑喜 （兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科）
大学生の生活習慣改善と自己管理スキル及び支援
方法の選択について

P-0403-4 助友 裕子 （日本女子体育大学）
大学生のヘルスリテラシーとがんの知識との関連
（第5報）ピア学生の養成プロセス

P-0403-5 片山佳代子 （神奈川県立がんセンター臨床研究所がん予防・
情報学部）
大学生のヘルスリテラシーとがんの知識との関連
（第6報）ピア教育の効果検証

P-0403-6 鈴木 大介 （早稲田大学大学院人間科学研究科）
大学生のヘルスリテラシーとがんの知識との関連
（第7報）：中国大学生による検討

P-0403-7 大槻 曜生 （国立がん研究センター社会と健康研究センター）
日本人におけるがんに関する健康情報へのアクセ
ス、IT利用、健康行動についての調査

P-0403-8 Kawamoto Mika
（高知県立大学看護学部）
大腸がん検診精密検査の受診につなぐ看護実践に
向けた取り組み

P-0403-9 岡林 里枝 （京都大学環境安全保健機構健康科学センター）
EBMに関する一般市民向け eラーニング教材の
学習効果：ランダム化比較試験の計画

P-0403-10 五十棲 麗 （東京大学医療品質評価学講座）
決定木分析による健康づくりメッセージの効果認
識と関連要因の分析

P-0403-11 瀬在 泉 （防衛医科大学校医学教育部看護学科）
依存の問題にかかわる保健師の面接技術に関する
文献検討

P-0403-12 小林 朋子 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防
医学・疫学分野小児発達学分野）
東北メディカル・メガバンク機構三世代コホート
調査実施から開発された遺伝教育ツール

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：田淵 貴大（大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部）

P-0404-1 矢野 栄二 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
タバコ企業とその関連団体からの研究資金と保健
医療系学会

P-0404-2 欅田 尚樹 （産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学講
座）
日本におけるたばこパッケージ健康警告表示の現
状と課題

P-0404-3 森岡 聖次 （夢眠クリニック名張）
たばこ産業の販売戦略－紙巻たばこから加熱式た
ばこへのシフト－

P-0404-4 平田紀美子 （日本医科大学衛生学・公衆衛生学）
禁煙・防煙教育への課題 －3－－非燃焼タバコ
の有害性を知っていますか－

P-0404-5 稲葉 洋平 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
加熱式たばこ互換機および互換スティックを使用
によって発生する化学物質の分析

P-0404-6 山口 真寛 （全国健康保険協会兵庫支部企画グループ）
禁煙外来による禁煙効果の分析

P-0404-7 経種 一歩 （出雲市健康増進課）
出雲市の町内会における喫煙の実態

P-0404-8 西尾 信宏 （和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学教室）
某医科大学勤務医師、看護師、職員の喫煙状況

P-0404-9 鈴木 史明 （医療法人定生会谷口病院）
A市における10年間の路上喫煙状況の推移

P-0404-10 小石 真子 （鳥取看護大学看護学部看護学科）
介護福祉施設における敷地内禁煙施行後2年目の
禁煙に対する意識調査

P-0404-11 白神 瑞絵 （岡山市保健所）
子育て世代における受動喫煙の実態について

第5分科会 親子保健・学校保健

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：中島 正夫（椙山女学園大学教育学部）

P-0501-1 中島 正夫 （椙山女学園大学教育学部）
東海4県における母子保健計画の状況について

P-0501-2 小山 佐恵 （相模原市こども・若者未来局緑子育て支援セン
ター）
母子保健型利用者支援事業～妊娠期からの早期支
援を目指して～
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P-0501-3 Nagahiro Chie
（徳島文理大学）
乳児家庭全戸訪問事業における親の不適切養育行
動に対する保健師の判断に関する調査

P-0501-4 加藤 承彦 （国立成育医療研究センター）
初めて不妊治療（体外受精）に臨む女性のメンタ
ルヘルスとQOL（途中経過報告）

P-0501-5 永松ゆきの （前大分県立看護科学大学大学院広域看護学コー
ス）
妊娠届出時の面接で保健師が抱く妊婦への違和感

P-0501-6 山口 実花 （公益社団法人母子保健推進会議）
予期せぬ妊娠に対する相談体制の現状と課題に関
する調査（第1報）

P-0501-7 安達久美子 （首都大学東京）
予期せぬ妊娠に対する相談体制の現状と課題に関
する調査第2報ヒヤリング調査の結果

P-0501-8 相澤 裕子 （山梨県都留市役所）
個別支援プランから妊婦への関わりについて考え
る

P-0501-9 池田 絹代 （駒沢女子大学看護学部看護学科）
外国人への母子保健活動において保健師の抱える
異文化体験保健師の気持ちに着目して

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：白井こころ（大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座（公衆衛
生学））

P-0502-1 山下 典子 （高槻市子ども未来部子ども保健課）
高槻市の特定妊婦支援ー3年間のまとめ―

P-0502-2 宇都宮すみ （愛媛県伊予郡松前町保健福祉部健康課保健セン
ター係）
エジンバラ産後うつ質問票（EPDS）の得点に影
響する要因について

P-0502-3 杉原麻理恵 （横浜市こども青少年局）
横浜市産婦健康診査の産婦健診補助券からみた
EPDSと産婦の特性の関係

P-0502-4 中島 康子 （津山市こども保健部健康増進課）
産後うつ病が疑われる母親と夫のサポートとの関
連性：Case-Cohort 研究

P-0502-5 田原 百恵 （富山県砺波厚生センター小矢部支所）
メンタルヘルスに課題のある妊産婦への支援につ
いて

P-0502-6 Jikumaru Mieko
（大分県西部保健所）
メンタルヘルスハイリスク妊産婦のサポートのた
めの地域連携システム構築への取り組み

P-0502-7 福田 早苗 （関西福祉科学大学）
母乳中バイオマーカーが母親の就業形態別ストレ
ス状態を反映する可能性の検討

P-0502-8 光藤 彩 （岡山市保健所健康づくり課）
1.6歳児での母親の就労実態と産前産後サービス
について考える

P-0502-9 松嶋 知子 （大阪市立大学大学院看護学研究科公衆衛生看護
学領域）
高年初産婦の育児支援に関する文献学的考察

P-0502-10 松井 菜摘 （武庫川女子大学看護学部）
40歳以上で初めて出産した産婦の妊娠期におけ
る心情

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：北野 尚美（和歌山県立医科大学地域・国際貢献推進本部地域医
療支援センター、医学部公衆衛生学講座）

P-0503-1 森光 海斗 （四万十町役場健康福祉課）
自閉症児親の会「カーネーション」における取組
について

P-0503-2 中山 久子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
自閉症スペクトラム児が抱える運動困難さに対す
る支援アプローチの視点

P-0503-3 須田 由紀 （山梨県立大学看護学部）
自治体規模と保健師による発達面で気になる児の
抽出割合・発達支援への取組みとの関連

P-0503-4 坂田由美子 （筑波大学）
通常学級に在籍する発達障がいのある児童の健康
支援プログラム開発

P-0503-5 中西可奈子 （前大分県立看護科学大学大学院）
保健所保健師による小児慢性特定疾病児のきょう
だい児に関する情報収集の状況

P-0503-6 石橋 侑子 （長崎県上五島保健所）
離島における医療的ケア児の地域支援体制に関す
る保健所の取組み

P-0503-7 田中 真衣 （京都府山城北保健所）
医療的ケア児とその家族のニーズからみた京都府
山城北保健所の役割と機能

P-0503-8 山岡 紀子 （神戸常盤大学短期大学部）
極及び超低出生体重児のCBCL1.5-5を用いた
幼児期後期の情緒と行動の検討

P-0503-9 岩田 昇 （桐生大学医療保健学部）
児童の内在化・外在化問題に関連する家庭および
学校要因の検討

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：藤原 武男（東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）

P-0504-1 佐藤 拓代 （大阪母子医療センター母子保健情報センター）
子育て世代包括支援センターの全国展開～利用者
目線での支援と地域づくり～

P-0504-2 若松 千尋 （青梅市健康福祉部健康課）
子育て世代包括支援センター運営評価から見えた
傾向と今後の課題

P-0504-3 乾 愛 （株式会社ニッセイ基礎研究所）
妊娠間隔12か月未満における母親の育児負担感
に関する研究

P-0504-4 湯舟 邦子 （帝京平成大学）
父親の産後うつ病に関する文献検討

P-0504-5 山田 成人 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
職場のソーシャル・キャピタルと父親の産後うつ
リスクの関連

P-0504-6 足立 安正 （摂南大学看護学部）
生後1か月頃の両親の子育て状況と生後6か月頃
の父親の親性との関連

P-0504-7 関 美雪 （埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
4か月までの乳児を持つ父親のストレス対処能力
と関連する要因についての検討

P-0504-8 丹 啓介 （神戸大学大学院保健学研究科）
3、4か月児をもつ父親の育児に対する自己効力
感と親性、ソーシャルサポートの実態

P-0504-9 上野 友紀 （福岡市城南区保健福祉センター）
福岡市城南区「パパスクール城南」の取り組み～
育児をするパパを応援する講座～

P-0504-10 藤原 武男 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
オキシトシンおよび関連遺伝子多型と養育体験に
よる養育行動の世代間連鎖の解明

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：本庄かおり（大阪医科大学医学部社会・行動科学教室）

P-0505-1 土田 暁子 （富山大学大学院医学薬学研究部（医）公衆衛生
学講座）
妊娠中の身体活動が早産および分娩様式に与える
影響：エコチル調査より
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P-0505-2 笠松 春花 （富山大学エコチル調査富山ユニットセンター）
経産が産後うつと対児愛着障害の関連に与える影
響の前向き検討：エコチル調査より

P-0505-3 仙田 幸子 （東北学院大学教養学部人間科学科）
母親の職業と出産後1年時までの子の死亡の関
連：人口動態職業・産業別調査データより

P-0505-4 辻 真弓 （産業医科大学）
出産前の職種・就業形態が出産前後の就業継続に
与える影響－エコチルパイロット調査－

P-0505-5 柴田由里子 （元埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
産後2週間における母親の身体の心配事に関する
実態調査

P-0505-6 小野寺皐月 （宮城県岩沼市役所健康福祉部健康増進課）
産後3か月の母親が置かれている現状と課題

P-0505-7 半沢 由衣 （宮城県岩沼市役所健康福祉部健康増進課）
産後ケア事業の取り組みとその効果

P-0505-8 鬼頭 敦子 （京都府立医科大学大学院）
乳児を持つ母親の育児の不慣れと育児不安の検討

P-0505-9 長谷川真子 （岐阜協立大学看護学部）
子育て世代包括支援システム開発に向けた妊婦が
求める産後の公的サポートニーズ

P-0505-10 キット彩乃 （長崎大学生命医科学域保健学系）
看護系女子大学生における親性準備性とその関連
要因について

P-0505-11 小宮山恵美 （帝京科学大学医療科学部看護学科）
母子健康手帳配布演習の試み 第1報 ～学生の
演習前後による変化～

P-0505-12 吉岡 幸子 （帝京科学大学医療科学部看護学科）
母子健康手帳配布演習の取り組み 第2報 ～母
子健康手帳配布演習の取り組み～

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0506-1 太田ひろみ （杏林大學保健学部看護学科看護養護教育学専攻）
乳幼児の母親のソーシャル・キャピタルと育児不
安の関連

P-0506-2 場家美沙紀 （杏林大学保健学部看護学科看護養護教育学専攻）
乳幼児の母親の育児不安と地域の人々の育児支援
行動との関連

P-0506-3 佐藤 美樹 （共立女子大学看護学部）
幼児を持つ親の家族エンパワメント尺度の開発

P-0506-4 金子 仁子 （慶應義塾大学看護医療学部）
親達が主体的に実施している育児サークルの運営
状況と継続要因

P-0506-5 藤村 一美 （愛媛大学大学院医学系研究科）
乳幼児期の子どもを持つ母親の育児におけるマル
トリートメントに至る体験と認識

P-0506-6 石井 陽子 （川崎医療福祉大学保健看護学科）
養育里親の活動満足感と活動負担感を測定する項
目の検討

P-0506-7 塚窪 孝裕 （芝浦工業大学システム理工学部環境システム学
科）
未就学児を持つ親のニーズの可視化に関する研究

P-0506-8 有本 梓 （横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野）
母親の孤独感軽減プログラム開発に向けたアウト
カムモデルに基づく文献検討

P-0506-9 徳良 裕子 （甲州市役所健康増進課）
スマートフォンなどの ICT端末を用いた子育て
の実態調査

P-0506-10 矢作 香奈 （順天堂大学医学部附属順天堂医院看護部）
幼児のスマートフォン・タブレット端末の利用実
態と母親の認識

P-0506-11 杉村 嘉邦 （弘前大学大学院医科学研究科）
親子体操普及員養成の取り組みについて

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：上原 里程（京都府立医科大学地域保健医療疫学）

P-0507-1 上原 里程 （京都府立医科大学地域保健医療疫学）
「健やか親子21（第2次）」育てにくさを感じる
親に寄り添う支援の関連要因

P-0507-2 久島 萌 （健康科学大学看護学部看護学科）
母親の認識する父親の育児参加に影響する要因検
討－「健やか親子21」最終評価より－

P-0507-3 原田 静香 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
子育てケアプラン作成に関する効果測定（第5報）

P-0507-4 丹羽 一絵 （飛島村役場）
地域子育て支援の実践と評価 第一報 母子保健
事業と支援ニーズに関する検討

P-0507-5 冨崎 悦子 （慶應義塾大学）
地域子育て支援の実践と評価 第二報 乳児期の
育児支援状況とその後の育児環境の関連

P-0507-6 澤田 優子 （森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科）
地域子育て支援の実践と評価 第三報 乳幼児期
の育児環境と学童期の主観的体力の関連

P-0507-7 田中 笑子 （筑波大学医学医療系）
地域子育て支援の実践と評価 第四報 育児環境
変化に着目して

P-0507-8 Hirokawa Keiko
（株式会社サンキュードラッグ）
地域に密着したドラッグストアでの管理栄養士に
よる育児相談会の活動報告

P-0507-9 神田かなえ （香川大学医学部公衆衛生学）
親の不安定なアタッチメントスタイルは不適切な
子育てや子どもの問題行動と関連するか

P-0507-10 藤田 彩見 （新見公立大学健康科学部看護学科）
母親における児の発達に関する専門家への援助要
請経験

P-0507-11 石井 由貴 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
コミュニケーションプログラムが乳幼児の母親の
SOCと育児ストレッサーに及ぼす効果

10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：伊藤 武彦（岡山大学教育学研究科）

P-0508-1 田中 元基 （自殺総合対策推進センター）
児童生徒のSOSの出し方に関する教育における
授業実践についての検討

P-0508-2 丸上 輝剛 （和洋女子大学看護学部看護学科）
児童虐待の早期発見の動向

P-0508-3 藤本梨恵子 （藍野大学短期大学部）
児童虐待死亡事例のタイプ別分類と保健師による
予防的支援の検討

P-0508-4 新田 幸代 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室）
児童相談所における児童福祉司数と虐待相談件数
の関連－都道府県パネルデータを用いて－

P-0508-5 山田 典子 （日本赤十字秋田看護大学）
S児童虐待対策委員会メンバーの虐待支援に対す
る困難感

P-0508-6 岡田由美子 （千里金蘭大学看護学部）
看護学生の児童虐待通報行動への影響要因

P-0508-7 尾崎美恵子 （西武文理大学看護学部看護学科）
子ども虐待予防の支援における他職種連携の効果
に関する文献検討

P-0508-8 伊藤 武彦 （岡山大学教育学研究科）
学校専門相談医制度に関する調査から見た学校と
地域の連携・協働
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10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：柳澤 尚代（弘前学院大学看護学部）

P-0509-1 嶋津多恵子 （国立看護大学校）
保健師が認識している乳幼児健診の意義及び支援
内容：第1報－意義や目的と把握内容－

P-0509-2 神庭 純子 （西武文理大学看護学部）
保健師が認識している乳幼児健診の意義及び支援
内容：第2報－要支援事例への配慮－

P-0509-3 平澤 秋子 （あいち小児保健医療総合センター）
乳幼児健診事業の経費や人的資源に関する研究

P-0509-4 増田さゆり （群馬県こども未来部児童福祉課）
群馬県の1歳6か月児健康診査における行動観察
マニュアル（SACS-J）作成の取組み

P-0509-5 半田 公美 （名張市役所福祉子ども部）
1歳6か月児・3歳児健康診査時における、母親
の健康について

P-0509-6 中本 麻美 （湯浅町役場健康福祉課）
湯浅町の5歳児健診事業化における教育現場との
協働による支援とその効果

P-0509-7 柳澤 尚代 （弘前学院大学看護学部）
離島における5歳児健診の運営から見えてきた連
携の仕組みづくりの実態と課題

P-0509-8 長瀬 有紀 （長野県北信保健福祉事務所）
長野県における定期予防接種を全く受けていない
者の実態調査

P-0509-9 木村 有美 （三重県津市健康福祉部健康づくり課）
MR第2期予防接種の接種勧奨における一考察

P-0509-10 駒田 直美 （茨城県立医療大学保健医療学部医科学センター）
医療系大学生における入学時麻しん、風しん抗体
価の現状と課題

P-0509-11 田中 美咲 （国立がん研究センター東病院）
幼稚園・保育所を利用する未就学児の母親におけ
る子宮頸がん検診と受診要因との関連

10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：内田 博之（城西大学大学院薬学研究科医療栄養学専攻）

P-0510-1 多喜代健吾 （弘前大学大学院保健学研究科）
保育士のインフルエンザ対策の実態と課題

P-0510-2 荒木隆一郎 （埼玉医科大学医学部社会医学）
埼玉医科大学感染症情報収集システムの運用 イ
ンフルエンザ2018-2019シーズンの特徴

P-0510-3 野原 理子 （東京家政大学家政学部栄養学科公衆衛生学研究
室）
子育て家庭への感染症情報の提供とその評価

P-0510-4 中島 博美 （高砂市民病院）
市内の小学校を対象に実施した手洗い講習会の効
果と今後の課題

P-0510-5 内田 博之 （城西大学大学院薬学研究科医療栄養学専攻）
APC分析を用いた日本の男児出生割合の変動と
震災による心的外傷後ストレス－2

P-0510-6 吉田 正雄 （杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
屈折度数の変動に関する大規模疫学調査－日本人
約29万眼を対象にした5年間の追跡研究－

P-0510-7 高田 薫 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
小学校での食物アレルギー事故発生時の教職員の
対応に関係する要因の探索的検討

P-0510-8 園部まり子 （NPO法人アレルギーを考える母の会）
保健センター等と連携したアレルギーの予防に向
けた「保健指導」の試み

10月25日（金）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0511-1 湯川はるか （御坊市役所健康福祉課）
妊娠届出時のアンケートから見えてきた、食習慣
における課題

P-0511-2 鈴木 純子 （千代田区千代田保健所）
子どもの食事の心配事における年齢変化

P-0511-3 吉池 信男 （青森県立保健大学健康科学部栄養学科）
幼児のスクリーンタイムと食習慣・間食との関
連～平成27年度乳幼児栄養調査の再解析

P-0511-4 箕浦 明 （昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
女児における満腹まで食べる食習慣とALTとの
関連

P-0511-5 森永裕美子 （香川大学医学部看護学科地域看護学）
育てにくさのある幼児に対する食生活支援のあり
方の検討

P-0511-6 野村由美子 （青森市保健所）
学童の食育・運動促進活動への支援

P-0511-7 奥田 昌之 （山口大学大学院創成科学研究科）
食物繊維摂取量と小中学生の機能便秘

P-0511-8 羽根 司人 （三重県歯科医師会）
要保護児童のう蝕罹患率と処置歯率

P-0511-9 大谷喜美江 （日本赤十字豊田看護大学看護学部）
要保護児童の歯と口の健康に関する生活習慣

P-0511-10 尚 爾華 （愛知東邦大学人間健康学部）
2018年中国上海市小学生未処置歯の保有と治
療状況～学校健診結果と日本の比較～

P-0511-11 中村 晴信 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
青年期における食行動と自覚されたストレスとの
関連について

10月25日（金）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：星川 洋一（香川県健康福祉部）

P-0512-1 照屋 浩司 （杏林大学保健学部健康福祉学科）
児童の超音波骨評価値におよぼす生活習慣の影響

P-0512-2 鈴木 孝夫 （青森県立保健大学理学療法学科）
成長期における運動介入が身体組成と骨密度の変
化に及ぼす影響

P-0512-3 李 相潤 （青森県立保健大学理学療法学科）
高学年児童における身体組成の発達と骨成長の関
連性

P-0512-4 横山 勝教 （香川県健康福祉部健康福祉総務課）
2013-15年度と2016-18年度の香川県の小
学4年生の生活習慣の比較

P-0512-5 星川 洋一 （香川県健康福祉部）
デルファイ法を用いた香川県小児生活習慣病予防
健診の「生活習慣調べ」の改訂

P-0512-6 新宅 葉月 （広島大学大学院医歯薬保健学研究科）
中学生の生活習慣と LDLコレステロール値から
考える生活習慣病予防に関する支援方法

P-0512-7 澤田佳奈子 （広島大学大学院医系科学研究科）
中学生男子の睡眠の自己評価と、実際の睡眠時間
との関連の検討

P-0512-8 酒井理紗子 （広島大学大学院医系科学研究科）
児童の生活習慣における行動変容プロセスと教員
が行うべき工夫

P-0512-9 縞谷 絵理 （首都大学東京大学院人間健康科学研究科博士後
期課程）
子どもの睡眠習慣に関する文献検討

P-0512-10 小山 晃英 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医
療疫学）
京都府下高校別、睡眠に関する調査：京都府地域
生涯健康医学ライフスタイル調査チーム
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10月25日（金）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0513-1 小番 美鈴 （株式会社バスクリンつくば研究所）
育児における保護者の入浴の場の捉え方と入浴意
識

P-0513-2 渡邊 智 （株式会社バスクリンつくば研究所）
幼児の保護者の入浴嗜好性，入浴剤の利用と生活
習慣等との関連

P-0513-3 星野 明子 （京都府立医科大学大学院保健看護学研究科）
A市健康増進計画の策定時と中間評価時の調査結
果－3歳児とその5年後の8歳児－

P-0513-4 福屋 吉史 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
小学校2年時の登校しぶりと小学校1年時の生活
習慣との関連について：A-CHILD縦断研究

P-0513-5 Yamamoto Yoshiko
（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻公衆衛
生看護学教室）
頭痛を訴えて保健室に来る児童・生徒への初期対
応フローチャートの作成

P-0513-6 秋山 有佳 （山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）
思春期における食事バランスと1年後の抑うつ症
状との関連

P-0513-7 小島 令嗣 （山梨大学社会医学講座）
中学生におけるインターネット依存の軌跡 甲州
思春期調査より

P-0513-8 土器屋美貴子（大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
思春期におけるインターネット依存発症の予測因
子

P-0513-9 榊原 文 （島根大学医学部看護学科）
母親のインターネット依存とBonding failure
との関連

P-0513-10 戸張 裕子 （東京薬科大学薬学部）
敷地内全面禁煙実施大学における学生を対象とし
た受動喫煙防止対策に関する意識調査

10月25日（金）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：中村 幸志（琉球大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生学講座）

P-0514-1 小沢 彩歌 （滋賀医科大学公衆衛生看護学講座）
乳幼児の発熱時の医療機関受診の実態 第1報：
受診判断に関連する乳幼児の体温値

P-0514-2 西田 千裕 （滋賀医科大学公衆衛生看護学講座）
乳幼児の発熱時の医療機関受診の実態 第2報：
医療機関受診に関する家族要因

P-0514-3 瀬戸山陽子 （NPO法人からだフシギ）
5-6歳児を対象とした「からだのお話会」の、
保育士及び保護者に対する影響

P-0514-4 原田 萌未 （神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス
領域）
中学校の保健主事によるがん教育の実施状況とそ
の課題

P-0514-5 見城 梨佳 （群馬県高崎市立新町中学校）
大学生が性教育で受けたかった内容と受けてきた
内容

P-0514-6 高橋 幸子 （埼玉医科大学医療人育成支援センター地域医学
推進センター）
性教育の効果判定指標に十代の合計特殊出生率は
ふさわしいか～K市の性教育からの考察

P-0514-7 池田美智子 （公立小松大学保健医療学部看護学科）
大学女子学生の月経関連症状に関する実態調査

P-0514-8 鈴木 雅子 （十文字学園女子大学人間生活学部人間発達心理
学科）
山陰地方における公立学校の労働衛生管理体制の
現状と課題

P-0514-9 相羽 洋子 （大阪青山大学健康科学部）
大学の給食調理実習において学生が体験した外傷
等について

P-0514-10 小山 佑奈 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
子ども手当は子どもの疾病予防に効果的か？

P-0514-11 緒方 靖恵 （大阪市立大学大学院看護学研究科公衆衛生看護
学領域）
経済格差が子どもの健康的な生活に及ぼす影響に
ついての文献考察

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：宮野伊知郎（高知大学医学部公衆衛生学教室）

P-0601-1 飯坂 真司 （淑徳大学看護栄養学部栄養学科）
都市部在住高齢者の食料品常備行動と買い物行
動、食品摂取の関連

P-0601-2 平井 寛 （山梨大学）
買い物不便への暴露期間を考慮した高齢者の食料
品入手手段と摂取頻度：JAGES横断分析

P-0601-3 西田 隆宏 （佐世保市吉井地域包括支援センター）
地域在住高齢者の嚥下障害と簡易栄養状態評価表
MNA-SFによる栄養状態との関連

P-0601-4 高田 健人 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
大規模郊外県営団地居住高齢者の包括的な栄養食
事支援の仕組みづくり

P-0601-5 野藤 悠 （東京都健康長寿医療センター研究所）
住民主体で運営するフレイル予防教室の栄養プロ
グラムの効果

P-0601-6 遠峰 結衣 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
食品摂取多様性得点の日毎記録とその得点を利用
した競争の効果

P-0601-7 宗石 閲子 （いの町役場ほけん福祉課）
地域高齢者の食と運動について多職種共働による
実態調査の報告

P-0601-8 藤浪 正子 （静岡県健康福祉部健康増進課）
緑茶摂取は健康長寿に影響するか？：静岡県によ
る1.5万人の高齢者コホート研究

P-0601-9 田中 基晴 （常磐大学人間科学部健康栄養学科）
高齢者における食行動と健康、生活の質の関係に
ついての国内文献を用いた検討

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：近藤 克則（千葉大学予防医学センター、国立長寿医療研究セン
ター老年学・社会科学センター）

P-0602-1 浅野友佳子 （文屋内科消化器科医院訪問リハビリテーション
らいらっく）
地域高齢者の生活機能と認知機能について

P-0602-2 内藤 孝雄 （富士ゼロックス株式会社スマートワークイノ
ベーション事業本部）
高齢者の立位バランスと認知機能の関係性の評価

P-0602-3 中村 充雄 （札幌医科大学保健医療学部作業療法学科）
地域在住高齢者の手指機能と認知機能の関連

P-0602-4 宮村 季浩 （山梨大学医学部看護学科健康・生活支援看護学
講座）
認知症による食に関する言葉の出現頻度の変化

P-0602-5 近藤 克則 （千葉大学予防医学センター）
人工知能と JAGESデータを用いた認知症発症
リスク予測アルゴリズム開発

P-0602-6 吉井 絢子 （兵庫県健康福祉部健康局認知症対策室）
特定健診・後期高齢者健診等の機会を活用した認
知症予防健診の効果と課題
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P-0602-7 井上 大樹 （筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマ
ン・ケア科学専攻）
高齢者を対象とした新しい認知機能訓練機器”
Peg Amore”の効果：パイロットスタディ

P-0602-8 木下 徹 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学）
ユビキノール（還元型CoQ10）の長期摂取によ
る認知機能およびQOLへの効果

P-0602-9 中村 桃美 （ダイヤ高齢社会研究財団）
認知機能低下が見られる高齢者の就業；都内シル
バー人材センター会員を対象に

P-0602-10 長井 万恵 （群馬大学大学院保健学研究科）
認知症グループホームにおける地域貢献や地域交
流の取組みに関する評価尺度開発の試み

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0603-1 山田 卓也 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
中山間地域の自立高齢者におけるフレイルの有症
率とその特徴

P-0603-2 吉田 司 （医薬基盤・健康・栄養研究所：国立健康・栄養
研究所）
大阪府摂津市の中高年におけるフレイルの実態：
大阪府健康格差解決プログラム促進事業

P-0603-3 武田恵里奈 （天童市役所）
住民健診を受診した高齢者のソーシャル・キャピ
タルとフレイルとの関連

P-0603-4 中村 芽依 （東京医療保健大学大学院看護学研究科）
高齢者におけるフレイルの有無と社会活動の参加
との関連

P-0603-5 高島 理沙 （北海道大学大学院保健科学研究院生活機能学分
野）
都市部の高齢男性が社会的作業に置く価値－フレ
イル予防のための基礎調査

P-0603-6 林 知里 （兵庫県立大学）
うつ、摂食・嚥下障害、プレフレイルは、地域在
住高齢者の生活空間を予測するか

P-0603-7 宮川 淳子 （大阪市淀川区役所）
高齢者介護予防プログラム参加者の実態とフレイ
ルとの関連

P-0603-8 林 尊弘 （星城大学リハビリテーション学部）
フレイルでもスポーツグループ参加による介護予
防効果はあるのか：JAGES2013縦断研究

P-0603-9 深井 園子 （東京都江戸川保健所保健予防課）
江戸川区における65歳以上の区民の健診を活用
したフレイル予防の取り組み

P-0603-10 石崎 順子 （日本保健医療大学保健医療学部看護学科）
地域在住高齢者における運動教室参加要因の質的
検討

P-0603-11 古谷野 亘 （聖学院大学心理福祉学部）
傘寿者における外出頻度とその後の医療費・介護
費：杉並区健康長寿モニター事業

P-0603-12 佐藤 敬広 （東北文化学園大学医療福祉学部）
地域高齢者の将来の医療費に影響を与える諸要因
の検討

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0604-1 門間 貴史 （筑波大学体育系）
地域在住高齢者における運動・スポーツの実施方
法とSense of Coherence との関係

P-0604-2 万行 里佳 （目白大学保健医療理学療法学科）
身体機能面からみた介護予防教室の実施期間に関
する研究

P-0604-3 齊藤 和美 （大阪市福祉局）
大阪市における「いきいき百歳体操」を要支援の
者が1年以上継続した効果

P-0604-4 小板橋恵美子（淑徳大学看護栄養学部）
体操教室に継続参加する高齢者のフレイルリスク
別にみた身体運動機能の変化

P-0604-5 牧 美佐子 （岐阜市北市民健康センター）
「運動を通じた健康づくり支援事業」における，
参加者の主観的健康感および生活充実度

P-0604-6 森 満 （北海道千歳リハビリテーション大学）
北海道内8町在住の後期高齢者の健康維持増進の
ための多重タスク運動に関する断面研究

P-0604-7 稲葉 康子 （昭和大学保健医療学部理学療法学科）
住民主体の活動立ち上げによる地域在住高齢者の
生活機能と運動習慣 2年間の変化

P-0604-8 西田 和正 （地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
研究所）
CAPを用いた住民主体のフレイル予防プログラ
ム修了後の自主活動への参加者特性

P-0604-9 横山 友里 （東京都健康長寿医療センター研究所）
フレイル改善のための複合プログラムが要介護・
死亡リスクと介護給付費に及ぼす影響

P-0604-10 清野 諭 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
大都市高齢者のフレイル予防のための地域介入研
究：2年間のアクションリサーチの評価

P-0604-11 秦 俊貴 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
高齢者における食品摂取多様性のチェック経験と
2年後の食品摂取多様性得点の変化

10月24日（木）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：今村 桃子（国際医療福祉大学福岡看護学部）

P-0605-1 佐藤 亜美 （東海市役所健康推進課）
社会参加による介護予防を目指して～市社会福祉
協議会と連携した取り組み報告～

P-0605-2 堀金 俊也 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻地域在
宅看護学領域）
介護予防事業における社会参加もしくは生活機能
に関する評価に関する文献検討

P-0605-3 今村 桃子 （国際医療福祉大学福岡看護学部）
介護予防事業参加者の地域活動とSOC（首尾一
貫感覚）との関連

P-0605-4 芝田 文音 （大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課）
大阪市介護予防教室参加者における要介護度の悪
化と関連する因子

P-0605-5 渡邉 良太 （津島市民病院リハビリテーション室）
地域在住高齢者における社会参加割合の経年変化
-JAGES6年間の繰り返し横断研究－

P-0605-6 渡邊 久実 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
潜在クラス分析による高齢者の社会関係の特徴と
生命予後との関連

P-0605-7 松尾 洋 （株式会社くまもと健康支援研究所）
高齢者の生活の場への医療保健専門職によるアウ
トリーチの効果検証

P-0605-8 斉藤恵美子 （首都大学東京大学院人間健康科学研究科）
地域に居住する高齢者とその家族への支援過程で
の倫理的な困難さの認識

P-0605-9 山本美江子 （医療法人共和会小倉リハビリテーション病院）
地域包括ケア推進に向けた地域づくりへのリハビ
リテーション病院の取り組み

P-0605-10 山野 葉子 （武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科）
地域高齢者における予防的対応の取り組みとして
咬合力アップ運動の効果についての検討

P-0605-11 坂部 敬子 （福井県立大学看護福祉学部）
介護予防を推進する地域包括ケアシステム構築に
向けた課題～公助・共助の声から～
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10月24日（木）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：大渕 修一（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所）

P-0606-1 河合 恒 （東京都健康長寿医療センター研究所）
知識工学を用いた住民主体の地域介護予防を支援
するための知識の構造化

P-0606-2 平上真紀子 （熊本県県央広域本部宇城地域振興局）
本庁と広域本部（出先機関）の連携による住民主
体の通いの場立ち上げ支援

P-0606-3 松岡 角英 （千葉大学大学院）
「通いの場（サロン等）」への参加はなぜ健康に
よいのか？

P-0606-4 中村 廣隆 （朝日大学保健医療学部看護学科）
高齢者の社会活動が健康意識の変化をもたらす過
程について

P-0606-5 加藤 清人 （平成医療短期大学リハビリテーション学科）
地域在住高齢者の通いの場への参加状況別のうつ
発症率：JAGES2013-16パネル縦断研究

P-0606-6 中谷 芳美 （福井県立大学看護福祉学部）
地域で生活する高齢者の健康づくり・介護予防の
ボランティア活動意欲と関連する要因

P-0606-7 中尾理恵子 （長崎大学生命医科学域保健学系）
高齢者サロンでサポーター役割を担う住民の特徴

P-0606-8 松本 悠作 （高浜町役場保健福祉課地域包括支援センター）
高齢者サロンの JST版活動能力指標を用いたコ
ミュニティ調査：福井県高浜町

P-0606-9 眞崎 直子 （聖マリア学院大学）
サロンを中心としたセルフケアとソーシャルキャ
ピタル推進の実践

P-0606-10 江尻 愛美 （東京都健康長寿医療センター研究所）
住民主体の通いの場参加者が抱える課題は活動期
間により異なるか―継続支援に向けて－

P-0606-11 児玉小百合 （相模女子大学短期大学部食物栄養学科）
自立高齢者の3年後の自立度に対する生きがいの
ある運動頻度と健康要因との構造的関連

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：芳賀 博（桜美林大学老年学研究科）

P-0607-1 猪岡 保裕 （東京勤労者医療会代々木病院リハビリテーショ
ン科）
高齢ほど主観的健康感が良い人は少ないが幸福な
人が多い－JAGES横断研究

P-0607-2 田口 孝行 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
住民主体の健康づくり活動による生きがい感に関
する効果

P-0607-3 菖蒲川由郷 （新潟大学大学院医歯学総合研究科国際保健学分
野）
高齢者の幸福感と関連する要因の分析～NEIGE
study より～

P-0607-4 小林美奈子 （平成医療短期大学看護学科）
ソーシャル・キャピタル等の諸要因が地域在住高
齢者のスピリチュアリティに与える影響

P-0607-5 古田加代子 （愛知県立大学看護学部）
転居から1年以内の高齢者のソーシャル・キャピ
タルと関連要因

P-0607-6 陸 兪凱 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
地域活動参加とサクセスフルエイジングとの関
連：大崎コホート2006研究

P-0607-7 松山紗奈江 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
現在歯数とサクセスフルエイジングとの関連：大
崎コホート2006研究

P-0607-8 山本 里美 （名寄市立大学）
高齢者がライフストーリーを語ることの意義―望
む人生の最後の設計について－

P-0607-9 前田 祐子 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学）
生きがいの喪失危機に直面している高齢者の心理
分析

P-0607-10 犬塚 剛 （東北文化学園大学医療福祉学部）
地域高齢者における生きがい意識の低下の抑制に
関連する要因

P-0607-11 植木 章三 （大阪体育大学教育学部）
どのような中山間地域在住高齢者が携帯端末を有
効利用しているのか？

P-0607-12 安心院朗子 （目白大学保健医療学部理学療法学科）
ハンドル形電動車いす使用することによる生活へ
の影響

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0608-1 岡田 麻里 （県立広島大学保健福祉学部看護学科）
中山間地域在住高齢女性の一人暮らし生活継続力
の構造化

P-0608-2 金森 弓枝 （山口大学大学院医学系研究科保健学専攻）
独居高齢者のグループ活動に関する文献レビュー

P-0608-3 南園佐知子 （秋田大学大学院医学系研究科衛生・公衆衛生学）
独居高齢者におけるソーシャルサポートの背景要
因

P-0608-4 木村 裕美 （福岡大学医学部包括支援看護分野）
ひとり暮らしをするフレイル高齢者の介護予防
同居高齢者との比較から見て

P-0608-5 小林 恵子 （新潟大学大学院保健学研究科）
75歳以上の夫婦のみで暮らす社会的孤立該当者
の1年後の変化

P-0608-6 井上 直子 （飯能市役所）
高齢者における支えあい組織づくりのためのニー
ズ調査とその活用

P-0608-7 徳嶋 靖子 （鳥取大学医学部保健学科）
民生委員による地域高齢者の見守り活動に関する
実態調査

P-0608-8 石田 梨絵 （公益社団法人益田市医師会立益田地域医療セン
ター医師会病院）
地域包括支援センター保健師が捉えた地域課題に
対する解決方法

P-0608-9 稲葉 耕一 （枚方市役所長寿社会部地域包括ケア推進課）
枚方市地域リハビリテーション活動支援事業「ひ
らかた健活フェスタ」の普及展開の検討

P-0608-10 原井 美佳 （札幌市立大学看護学部）
学官連携による健康啓発事業－寒冷過疎の地域の
高齢者を対象とした継続的な取り組み－

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：桂 敏樹（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻予防
看護学分野）

P-0609-1 桂 敏樹 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系予防
看護学分野）
地域高齢者の基本チェックリスト項目の変化と新
規要介護認定発生に関する追跡的検討

P-0609-2 石川 信仁 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系予防
看護学分野）
地域高齢者の基本チェックリストの総得点変化と
新規要介護認定発生に関する追跡的検討

P-0609-3 木村 淑子 （五所川原市福祉部）
G市における「介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査」未回答者への訪問調査

P-0609-4 中部 貴央 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
介護サービス利用者のQOL・精神的健康状態へ
の関連要因の探索（第1報）
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P-0609-5 原 広司 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
介護サービス利用者のサービス満足および精神的
健康と職員の組織文化との関連（第2報）

P-0609-6 木村 綾 （静岡県立大学経営情報学部）
独居高齢者の社会参加及び生活支援に関する一考
察

P-0609-7 東野 定律 （静岡県立大学経営情報学部）
S型デイサービスの継続性に関する研究

P-0609-8 橋本 充代 （獨協医科大学地域医療教育センター）
宇都宮市における通所型サービス（C）の効果評
価（平成29・30年度）

P-0609-9 富永 沙彩 （鹿児島県伊集院保健所）
事故発生の要因分析から見えてきた介護保険事業
所における安全対策に関する一考察

P-0609-10 菅原 敦子 （秋田県仙北地域振興局福祉環境部（大仙保健所））
介護保険施設における事故の現状について

P-0609-11 前野有佳里 （九州大学大学院医学研究院保健学部門）
e-Stat を用いた地域看護診断方法の検討－高齢
者の入浴時死亡の地域差－

P-0609-12 藤原 佳典 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域高齢者における健康無関心層の実態と関連要
因の解明

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：丹野 高三（岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座）

P-0610-1 中村 睦美 （東都大学幕張ヒューマンケア学部）
地域在住自立高齢者における腰痛の有症率と関連
要因：横断研究

P-0610-2 佐藤慎一郎 （人間総合科学大学保健医療学部リハビリテー
ション学科理学療法学専攻）
地域在住自立高齢者における膝痛の発生率と危険
因子：2年間コホートスタディ

P-0610-3 貫井 裕次 （大阪医科大学医学部衛生学・公衆衛生学）
貧血と脆弱性骨折との関連－藤原京スタディ男性
骨粗鬆症コホート研究による縦断的検討

P-0610-4 林 史和 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
東日本大震災後の骨折の頻度に関連する危険因子
についての検討：福島県県民健康調査

P-0610-5 中村 武浩 （近畿大学薬学部医療薬学科公衆衛生学研究室）
女性における脱毛症と加齢，生活習慣および毛髪
中ミネラル濃度との関連性

P-0610-6 丹野 高三 （岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
やせ傾向にない高齢者であっても血清アルブミン
低値は介護認定リスク上昇と関連する

P-0610-7 中山摩希子 （和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科）
中高年女性における年齢階層別にみた血清尿酸値
と骨格筋量との関連

P-0610-8 新開 省二 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域高齢者における血清総コレステロール値と総
死亡リスクとの量・反応関係

P-0610-9 辻 久美子 （和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科）
地域在住中高年者における冷え症とその随伴症状
との関連－中年期と高齢期の比較

P-0610-10 三根眞理子 （長崎大学原爆後障害医療研究所）
被爆超高齢者における死亡に対する社会参加の効
果

P-0610-11 佐野 智子 （城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科）
若年高齢者を対象とした指こすり・指タップ音聴
取検査の検討

P-0610-12 清水由美子 （東京慈恵会医科大学医学部看護学科）
避難行動要支援者対策の取り組みを通じた住民組
織と多職種との協働

第7分科会 高齢者の医療と福祉

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：今村 知明（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

P-0701-1 藤川 あや （日本赤十字看護大学看護学部地域看護学）
訪問看護師と介護支援専門員の顔の見える関係・
連携促進プログラムの評価

P-0701-2 荒巻 初子 （帝京大学大学院保健学研究科非常勤講師）
退院支援研修での病院看護師の同行訪問における
訪問看護師の認識に関する研究

P-0701-3 中谷 友哉 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
医療・介護職の多職種連携における円滑な退院支
援の実現に関する研究

P-0701-4 岡本左和子 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
切れ目のない連携のための退院支援に関する病院
と患者の認識調査

P-0701-5 江田 純子 （前岡山県立大学大学院保健福祉学研究科看護学
専攻）
A県内一般病院看護師の退院支援実践能力に関す
る現状と課題

P-0701-6 檪 直美 （福岡県立大学看護学部）
在宅医療推進における訪問看護師の連携に関する
研究－連携強化事業を通して（第1報）

P-0701-7 山下 清香 （福岡県立大学看護学部）
訪問看護ステーションの連携強化における保健所
保健師の役割に関する考察

P-0701-8 浦橋久美子 （三育学院大学看護学部看護学科）
見取り図を用いた在宅生活アセスメント：市町村
保健師の見取り図活用の実態

P-0701-9 工藤 恵子 （帝京平成大学）
見取り図を用いた在宅生活アセスメント：看護基
礎教育における教材DVD活用アンケート

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：鈴木隆一郎（大阪府医師会調査委員会）

P-0702-1 渡辺 忍 （茨城県立医療大学）
在宅でインスリン療法を行う要介護者の実態：介
護サービス利用・同居者の有無を中心に

P-0702-2 尾関佳代子 （浜松医科大学健康社会医学講座）
訪問看護ステーションにおける在宅患者の災害対
応等の現況に関する調査

P-0702-3 小澤 美和 （名寄市立大学保健福祉学部）
全国の訪問看護ステーションにおける看取りケア
内容

P-0702-4 濱田 照代 （特別養護老人ホーム汐里）
介護老人保健施設の看護師による看取りの意思確
認に関する研究

P-0702-5 平川 仁尚 （名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療
学・公衆衛生学教室）
ケアマネジャーとソーシャルワーカーからみたア
ドバンス・ケア・プランニング

P-0702-6 鈴木隆一郎 （大阪府医師会調査委員会）
ACP（愛称「人生会議」）に関する大阪府民と大
阪府医師会員の認識

P-0702-7 春日 秀朗 （福島県立医科大学衛生学予防医学講座）
地域居住高齢者の延命治療希望に対する社会的・
個人的交流の影響

P-0702-8 遠藤 光洋 （医療法人社団青洋会そら内科クリニック）
かかりつけ医を基本とする在宅医療クリニックの
介護予防支援プログラム策定に向けて

P-0702-9 大夛賀政昭 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
保険者機能推進交付金制度における市町村の保険
者機能と都道府県による支援の実態
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10月24日（木）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：本田 純久（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）

P-0703-1 行武 果織 （大野城市長寿社会部すこやか長寿課）
大野城市認知症初期集中支援チームにおけるアプ
ローチの評価

P-0703-2 佐藤美由紀 （佐久大学看護学部）
認知症の人の家族介護者における孤立感と関連要因
アクションリサーチによる取り組み

P-0703-3 小野 ミツ （関西福祉大学看護学研究科）
認知症の人を最期まで支えた介護家族の要因

P-0703-4 佐藤ゆかり （岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科）
認知症ケア実践場面の介護福祉職チームにおける
介護福祉士の役割

P-0703-5 北本さゆり （藍野大学短期大学部）
息子介護者にとって子どもの頃からの母子関係が
母の介護に与える影響

P-0703-6 彦 聖美 （金城大学看護学部看護学科在宅看護学）
男性介護者のソーシャル・キャピタル調査（第二
報）‐男性介護者と女性介護者の比較‐

P-0703-7 本田 歩美 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
施設入所高齢者をもつ家族介護者における介護が
仕事に与える影響

P-0703-8 富永 真己 （摂南大学看護学部）
高齢者介護施設の介護士の離職意向の要因に関す
る記述的研究

P-0703-9 三宅 眞理 （関西医科大学衛生・公衆衛生学教室）
介護老人福祉施設における ICTを用いた介護疲
労の予防

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：村山 洋史（東京大学高齢社会総合研究機構）

P-0704-1 森田 一三 （日本赤十字豊田看護大学）
高齢者における服薬の薬剤成分数と口腔機能低下
の関係

P-0704-2 村松 真澄 （札幌市立大学看護学部）
A地域における介護福祉施設入居者の口腔の状態
と機能及び口腔管理の実態

P-0704-3 平 健人 （筑波大学大学院博士課程）
医科歯科・介護突合レセプト分析による居宅／施
設別要介護者の訪問歯科受療状況の検討

P-0704-4 村山 洋史 （東京大学高齢社会総合研究機構）
豪雪地域在住高齢者の生活支援ニーズの実態

P-0704-5 田口 敦子 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分
野）
豪雪地域在住高齢者への生活支援の担い手に関す
る実態（第1報）

P-0704-6 伊藤 海 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分
野）
豪雪地域在住高齢者への生活支援の担い手に関す
る実態（第2報）

P-0704-7 楠永 敏惠 （帝京科学大学医療科学部医療福祉学科）
都市部における地域セーフティネットの構築の試
み―大学生の個別訪問活動―

P-0704-8 奥谷はるか （鳥取大学医学部医学科）
住民自治組織と大学の協働による健康講座の活動
報告（第1報）

P-0704-9 金田由紀子 （鳥取大学医学部保健学科地域・精神看護学講座）
住民自治組織と大学の協働による健康講座の活動
報告（第二報）

P-0704-10 矢野 秀典 （目白大学保健医療学部理学療法学科）
日帰りバス旅行が要介護高齢者の精神活動・日常
生活に及ぼす影響

第8分科会 地域社会と健康

10月23日（水）15:00～16:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-0801-1 倉岡 正高 （東京都健康長寿医療センター研究所）
多世代共創社会のまちづくり：助け合いを促す協
議体の立ち上げと運営手法

P-0801-2 野中久美子 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
多世代共創社会のまちづくり；多世代交流サロン
で助け合いを促す運営手法

P-0801-3 村山 幸子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
多世代共創社会のまちづくり：住民主体による挨
拶運動の立ち上げと運営手法

P-0801-4 村山 陽 （東京都健康長寿医療センター研究所）
多世代共創社会のまちづくり：多世代交流がジェ
ネラティビティの醸成に与える影響

P-0801-5 佐藤 勝 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）
行政主導による地域医療づくり，町づくり

P-0801-6 内田 昭治 （熊本市西里校区自治協議会）
市民・行政・大学とのパートナーシップによる健
康まちづくりの取り組み（第1報）

P-0801-7 古川 育美 （熊本市北区役所保健子ども課）
市民・行政・大学とのパートナーシップによる健
康まちづくりの取り組み（第2報）

P-0801-8 戸渡 洋子 （熊本保健科学大学保健科学部看護学科）
市民・行政・大学とのパートナーシップによる健
康まちづくりの取り組み（第3報）

P-0801-9 尾島 俊之 （浜松医科大学健康社会医学講座）
コンパクトシティの検討のための市町村内転居に
関する研究

P-0801-10 白石みどり （藍野大学短期大学部第一看護学科）
コミュニティソ－シャルワ－カ－の活動自己評価
を規定する要因

P-0801-11 細谷たき子 （佐久大学看護学部）
農産物直売所に関わる地域住民の認識と社会関連
性

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：藤吉 朗（和歌山県立医科大学衛生学講座）

P-0802-1 鈴木美奈子 （順天堂大学国際教養学部）
人々の主観的健康観（健康の定義）の傾向と社会
的要因との関連

P-0802-2 田浦 広大 （大阪医科大学医学部医学科社会・行動科学教室）
ニートであることが主観的健康感に与える影響：
国民生活基礎調査データより

P-0802-3 宮崎有紀子 （群馬県立県民健康科学大学）
地方都市在住の高年齢者における主観的健康感－
日常身体活動・地域社会環境との関連

P-0802-4 Yamauchi Kanako
（広島国際大学心理学部心理学科）
高齢者の主観的健康感の地域間格差とそのマッピ
ング

P-0802-5 Hideya Inoue
（滋賀県衛生科学センター）
傾向スコア・マッチング法によるソーシャル・
キャピタルの自覚と主観的健康観の関連

P-0802-6 川瀬 敦子 （慶應義塾大学スポーツ医学研究センター）
壮年期と高齢期における個人レベルのソーシャ
ル・キャピタルと主観的健康観の関連

P-0802-7 宮崎みゆき （西九州大学看護学部）
朝市や道の駅で生産物を出荷中の高齢者のソー
シャルキャピタルと主観的幸福感との関連
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P-0802-8 粟井由美子 （岡山県美作保健所勝英支所）
ソーシャルキャピタルの醸成により取組んだ保健
所の高血圧対策

P-0802-9 越智真奈美 （国立保健医療科学院）
ソーシャルキャピタルが子どもの心理社会的発達
の差に与える影響 J-SHINE調査より

P-0802-10 細川 陸也 （名古屋市立大学大学院看護学研究科）
地域の居住環境の質と学童期における児の問題行
動との関連

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0803-1 根本 裕太 （東京都健康長寿医療センター）
若年層と中年層における世代間交流が精神的健康
に与える影響：2年間の縦断研究

P-0803-2 山崎 真帆 （湘南医療大学保健医療学部看護学科）
地域における子ども・子育て支援に関わるボラン
ティア活動の分析

P-0803-3 諏澤 宏恵 （京都光華女子大学看護学科）
放課後学習支援に従事する高齢ボランティアにみ
る世代性（generativity）行動の特徴

P-0803-4 西田 恵 （千葉大学大学院医学薬学府）
高齢者の地域愛着高さと小学校までの近接性の関
連：JAGES2016横断研究

P-0803-5 亀井美登里 （埼玉医科大学医学部社会医学）
高齢者の社会参加に関する調査（第1報）日常生
活状況と地域支援活動参加意向との関連

P-0803-6 仁科 基子 （埼玉医科大学医学部社会医学）
高齢者の社会参加に関する調査（第2報）趣味と
地域支援活動参加意向との関連

P-0803-7 太田 晶子 （埼玉医科大学医学部社会医学）
高齢者の社会参加に関する調査（第3報）ICT利
用と地域支援活動参加意向との関連

P-0803-8 原島恵美子 （神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学
科）
地域在住高齢者の自治会活動への参加状況と周囲
との関わり

P-0803-9 内藤 義彦 （武庫川女子大学生活環境学部）
健康づくりグループの養成を考える（第1報）－
養成講座参加者のフォロー結果より

P-0803-10 中西 尋子 （武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科）
健康づくりグループの養成を考える（第2報）－
グループの設立と継続するための要因

P-0803-11 長 優子 （江戸川区葛西健康サポートセンター）
江戸川区A地区における健康グループへの住民
参加に影響する要因と参加者の関心

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0804-1 島 哲也 （藍野大学短期大学部第一看護学科）
介護予防・日常生活支援総合事業利用者のエコ
マップを用いたネットワ－ク分析

P-0804-2 白谷 佳恵 （横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野）
都市部団地に居住する高齢者のみ世帯の生活時
間・生活空間・生活行動

P-0804-3 平石 典子 （高知県中央西福祉保健所）
高知版地域包括ケアシステムの一翼を担うあった
かふれあいセンターの機能強化

P-0804-4 江川 賢一 （東京家政学院大学人間栄養学部運動生態学研究
室）
山間部のコミュニティー創生を目的としたミニ・
フィットネス事業の有効性（第1報）

P-0804-5 佐野 京子 （株式会社愛カンパニー）
山間部のコミュニティー創生を目的としたミニ・
フィットネス事業の有効性（第2報）

P-0804-6 佐々木夏子 （NPO法人かえるハーモニー）
山間部のコミュニティー創生を目的としたミニ・
フィットネス事業の有効性（第3報）

P-0804-7 櫻庭 唱子 （千葉大学大学院医学薬学府）
千葉県松戸市，包括区別サロン設置状況と健康指
標の連続横断研究：2年間追跡調査の分析

P-0804-8 岩佐 真也 （武庫川女子大学看護学部）
市町村保健師の健康の社会格差の視点を包含した
健康指標の整理・活用の実態

P-0804-9 的場 由木 （首都大学東京大学院人間健康科学研究科看護科
学域博士後期課程）
健康格差を縮小するための公衆衛生看護に関する
文献検討

P-0804-10 稲益 大悟 （公益財団法人しずおか健康長寿財団）
静岡県在住高齢者の社会関連性による身体機能及
び運動・食習慣の違いの検討

P-0804-11 飯吉 令枝 （長岡崇徳大学看護学部看護学科）
豪雪地域に暮らす高齢者の健康や生活行動と運転
免許返納の実態

10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-0805-1 酒井 晶子 （筑波大学医学群医学類）
40歳～64歳の人々における高齢期に対する不
安と関連する要因の検討

P-0805-2 笠原 正幸 （富士薬局）
コミュニティ構築を意識した薬局イベントにおけ
る生活の意識変化と服薬アドヒアランス

P-0805-3 岡本 翔平 （慶應義塾大学大学院経済学研究科）
中高年者の認知機能低下における男女差の要因分
解

P-0805-4 坂井 文乃 （千葉大学大学院看護学研究科）
地域活動における認知症への対応を学びあうシ
ミュレーション学習教材の有用性の検証

P-0805-5 大杉 成美 （杉並保健所保健サービス課高井戸業務係）
職域での認知症サポーター養成の意義と行政保健
師の役割

P-0805-6 加瀬 悠平 （富山大学医学薬学研究部疫学・健康政策学講座）
ピッツバーグ睡眠質問票による睡眠の質と職場の
ソーシャルキャピタルの関係

P-0805-7 野口 緑 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
一般傷病による救急搬送要請した高齢者の社会経
済的要因に関する研究

P-0805-8 玉置 洋 （国立保健医療科学院医療福祉サービス研究部）
北海道の鉄道網縮小が医療・福祉サービスへのア
クセスに与える影響についての検討

P-0805-9 松本 佳祐 （埼玉医科大学病院救急センター・中毒センター）
埼玉医科大学病院 救急センター・中毒センター
の受診状況について

P-0805-10 野中 美希 （高知県立大学大学院看護学研究科）
脳血管疾患をもつ障害者にとってのピアサポート
の捉え

10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：松永 洋子（日本医療科学大学）

P-0806-1 阿部 桜子 （TIS株式会社）
認知的HIVスティグマ尺度開発の試み

P-0806-2 黒田佑次郎 （福島県立医科大学総合科学教育研究センター）
飯舘村における避難指示解除後の住民の主観的幸
福感とその関連要因の検討

P-0806-3 小堀 栄子 （摂南大学看護学部看護学科統合領域）
日本在住外国人の健康アウトカムと年齢の関連に
ついて：タイ人の質問票調査から
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P-0806-4 奥村 圭子 （杉浦医院／地域ケアステーションはらぺこスパ
イス）
フードデザートの特性と関連する栄養問題と支援
内容の検討

P-0806-5 大野 佳子 （城西国際大学看護学部）
貧困・生活困窮者にとって役立つ保健医療福祉の
情報とは（文献検討）

P-0806-6 高橋 知也 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健チーム）
中高年者はどのような場面で周囲からの孤立を感
じるか？ －定性的分析による検討

P-0806-7 松永 洋子 （日本医療科学大学）
包括支援センターの保健師・看護師の地域診断の
実施の比較

P-0806-8 片山 千栄 （元農研機構農村工学研究部門）
障がい福祉事業所における食と農を巡る就労支援
の取り組みが地域社会に果たす役割

P-0806-9 島本太香子 （奈良大学）
女性の健康とワークライフバランスに関する意識
調査2（閉経期女性）

P-0806-10 富田 知子 （山野美容芸術短期大学）
「セルフ美容プログラム」の開発と地域住民サロ
ンでの活用に関する研究

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：植田紀美子（大阪母子医療センター母子保健調査室）

P-0901-1 大角 晴美 （倉敷市保健所保健課）
小児慢性特定疾患患者・家族における自助力向上
に向けた取組み

P-0901-2 平野 沙樹 （大分県北部保健所）
医療的ケア児支援の取組と成果～北部地域の多職
種・多機関の連携強化を目指して～

P-0901-3 植田紀美子 （大阪母子医療センター母子保健調査室）
家族アウトカム及び子どもの発達に影響を及ぼす
児童発達支援内容の検討

P-0901-4 木村 友昭 （一般財団法人MOA健康科学センター）
児童発達支援事業所における利用者の行動とその
保護者のQOL（2）フォローアップ調査

P-0901-5 森脇 睦子 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科東京
都地域医療政策学講座）
脳性まひ児の介護負担に影響を与える要因に関す
る探索的検討

P-0901-6 小向 美佳 （青森県三戸地方保健所）
難病患者支援体制整備に向けた難病患者の在宅療
養支援の現状と課題

P-0901-7 森澤祐美子 （高知県中央東福祉保健所）
難病対策地域協議会に向けて把握した神経難病患
者の在宅療養上の課題

P-0901-8 濱崎美津子 （佐賀大学医学部看護学科）
難病患者におけるこころの健康とQuality of
Life について

P-0901-9 酒井 理香 （了徳寺大学）
地域で生活する男性重度身体障害者の射精介助に
対する訪問看護師としての支援のあり方

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：鈴木 仁一（神奈川県相模原市保健所）

P-0902-1 佐々木渓円 （実践女子大学生活科学部食生活科学科）
管理栄養士養成課程の学生を対象とした視覚障害
者による教育効果の検討

P-0902-2 山本 実季 （岡山県庁保健福祉部医薬安全課）
平成30年7月豪雨災害の保健活動－呼吸器患者
の支援者への聞き取り－

P-0902-3 浅井 千絵 （大阪市保健所）
大阪市の指定難病審査業務の現状と専門職の役割

P-0902-4 佐藤 陽香 （福島県県北保健福祉事務所）
市町村が把握困難な難病患者の支援に関する課題
緊急時支援に関するアンケートより

P-0902-5 大庭 真梨 （東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野）
難治性炎症性腸管障害希少疾患の有病者数推計に
関する全国疫学調査

P-0902-6 福島 若葉 （大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学）
特発性大腿骨頭壊死症の地域分布：全国疫学調査
データを用いた検討

P-0902-7 鈴木 仁一 （神奈川県相模原市保健所）
日本公衆衛生学会モニタリング委員会【障害・難
病グループ】平成30・令和元年度報告

P-0902-8 中井 寿雄 （金沢医科大学看護学部）
「当事者参画型災害備えシステム：K-DiPS」
による要配慮者の把握と避難可能範囲の検討

第10分科会 精神保健福祉

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：金子 善博（自殺総合対策推進センター）

P-1001-1 齋藤 千尋 （青森県人事課健康支援室）
子どもの自殺予防の取組に関する一考察～A町B
中学校における実践の振り返り～

P-1001-2 松永 博子 （自殺総合対策推進センター）
地域における勤労世代の希死念慮とその関連要因
の分析

P-1001-3 小畠 一将 （久留米市保健所）
「久留米市こころの相談カフェ」の取り組み

P-1001-4 大久保雅美 （八尾市保健予防課（八尾市保健所））
自殺対策計画策定の過程から始まった庁内連携
「つながるカード」開発の取組（第一報）

P-1001-5 西田 大介 （梅花女子大学看護保健学部看護学科）
A中核市保健所における救急告示病院と連携した
自殺未遂者支援の現状

P-1001-6 稲葉 由恵 （北海道北見保健所）
自殺未遂者支援体制整備の取組みと保健所役割の
一考察

P-1001-7 中西 祥徳 （高知大学医学部法医学教室）
自殺者の多量喫煙行動に及ぼすニコチン主要代謝
酵素CYP2A6の遺伝子多型の影響

P-1001-8 平光 良充 （名古屋市衛生研究所）
ベイジアンネットワークによる自殺念慮に至る過
程の推定

P-1001-9 木津喜 雅 （国立精神・神経医療研究センター自殺総合対策
推進センター）
アイルランドとイングランドの国家自殺対策戦略
の評価の実情と日本に対する含意

P-1001-10 金子 善博 （自殺総合対策推進センター）
海外の国家自殺対策戦略と推進体制に関する研
究：フランス全国自殺観察機構について

P-1001-11 藤田 幸司 （自殺総合対策推進センター）
自死遺族支援の情報提供体制整備・地域格差解消

P-1001-12 朴 恵善 （自殺総合対策推進センター）
韓国における自死遺族支援の現状と課題

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1002-1 大島 珠子 （山陽学園大学看護学部看護学科）
精神障害者の地域移行支援における退院阻害要因
に関する文献検討
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P-1002-2 西村 美八 （八戸学院大学）
精神科看護師の退院支援における看護内容の現
状：急性期病棟と慢性期病棟の比較

P-1002-3 古川 照美 （青森県立保健大学）
精神科看護師の「退院支援技術項目」の検討

P-1002-4 中村 仁志 （山口県立大学看護栄養学部看護学科）
精神科病院における暴力・攻撃性への対応 －
CVPPPの活用について－

P-1002-5 友永 咲季 （高知県幡多福祉保健所）
本人の気持ちを尊重し、本人・支援者が一緒に挑
戦する地域移行

P-1002-6 湯田富喜子 （福島県県中保健福祉事務所）
精神障がい者を地域で支える多機関連携の取組

P-1002-7 中原 由美 （福岡県宗像・遠賀保健所）
精神障がい者を地域で支えるための保健所の役割
に関する実践事業（第2報）

P-1002-8 磯村 聰子 （山口大学大学院医学系研究科）
近隣トラブルを抱えた精神障害者へ関わる民生委
員と保健師の連携

P-1002-9 糸川 須美 （東京都南多摩保健所）
精神保健福祉法第23条を契機に措置入院となっ
た事例に対する地域支援

P-1002-10 上甲 由佳 （高知市保健所）
ピアサポーターと協働して分かったピアの力

P-1002-11 上室真由美 （鹿児島県加世田保健所）
精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構
築に向けた一考察

P-1002-12 小虎 泰之 （吉備中央町役場福祉課）
精神障害者「みんなの広場交流会」の成果と今後
の方向性

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：大平 哲也（福島県立医科大学医学部疫学講座）

P-1003-1 嶋田 理絵 （前橋市保健所）
保健所における『ひきこもりの若者の家族の教室』
の取り組みについて

P-1003-2 小松 広美 （秋田県精神保健福祉センター）
秋田県内におけるひきこもり支援に関する取り組
み状況調べの報告

P-1003-3 平塚久美子 （東都大学ヒューマンケア学部看護学科）
A県生活困窮者相談窓口におけるひきこもり対応
とその困難感に関する実態

P-1003-4 石月 克哉 （柏市保健所保健予防課）
家族のタイプ別アプローチ方法を探る～柏市保健
所・アルコール家族教室の取り組み～

P-1003-5 高田 宏宗 （大阪府こころの健康総合センター）
行政機関でのギャンブル等依存症の相談来所者に
対する提供サービスの内容とその転帰

P-1003-6 梅田 麻希 （兵庫県立大学地域ケア開発研究所）
早発月経と大うつ病発症リスク：幼少期トラウマ
体験と早期成人期の社会経済要因の影響

P-1003-7 金子 信也 （国立大学法人北海道教育大学函館校）
養護教諭特別別科生の精神健康調査

P-1003-8 石井三千花 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
日本と中国の医学生における統合失調症患者に対
する態度に関する横断研究

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：田宮菜奈子（筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野、
筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）

P-1004-1 齋藤 友樹 （横浜市立大学）
都道府県別に見た精神及び行動の障害と社会的要
因の関係

P-1004-2 塚崎栄里子 （筑波大学医学群医学類）
気分・不安障害が疑われる集団における精神科通
院に関連する要因の検討

P-1004-3 湊 直司 （日本赤十字秋田短期大学）
精神障害を得たことで観えてきたもの ～当事者
による発信と地域連携の課題～

P-1004-4 岩室 紳也 （ヘルスプロモーション推進センター）
Maslow’s hierarchy of needs の訳の検証

P-1004-5 米城 陽 （福島県立医科大学医学部）
心理状態と音楽嗜好に関する横断研究

P-1004-6 小暮 孝道 （医療法人赤城会三枚橋病院精神科）
急性薬物中毒におけるバルビツールの影響につい
て

P-1004-7 佐々木三和 （日本赤十字秋田看護大学）
コンピテンシー獲得に向けた精神看護学小グルー
プ演習プログラムの開発と実践

P-1004-8 伊藤 悦子 （山口大学大学院医学系研究科保健学専攻）
精神保健担当保健師のバーンアウトの実態と職務
環境との関連

第11分科会 口腔保健

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：相田 潤（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）

P-1101-1 加藤 一夫 （愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）
S-PRGフィラー配合バーニッシュによる象牙
質の酸蝕に対する抑制効果の検討

P-1101-2 落合 綾音 （富山県射水市保健センター）
乳歯う蝕ありに関連する要因の検討（第1報）3
歳6か月健診問診票を用いた解析

P-1101-3 守田万寿夫 （富山県高岡厚生センター）
乳歯う蝕発生に関連する要因の検討（第2報）1
歳6か月健診問診票を用いた予測

P-1101-4 米澤 依莉 （岩手県宮古保健所）
保育所及び幼稚園における集団フッ化物洗口の導
入支援に対する効果

P-1101-5 南 まりな （高知大学医学部環境医学教室）
高知県における4歳時のう蝕の状況について

P-1101-6 森 貴幸 （岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター）
ダウン症候群と非ダウン症候群知的能力障害者と
の口腔状態の違いについて

P-1101-7 船山ひろみ （鶴見大学歯学部小児歯科学講座）
軟質ハンドル技術を活用した新子供用歯ブラシに
関する研究－幼児の歯垢除去能力の特性－

P-1101-8 水田 明子 （浜松医科大学地域看護学講座）
中学生の未処置齲歯と保護者の首尾一貫感覚との
関連

P-1101-9 林 桜 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔
疾患予防学分野）
高校生におけるヘルスリテラシーと口腔保健に関
する研究

P-1101-10 晴佐久 悟 （福岡看護大学）
看護学生を対象とした口腔アセスメント教育プロ
グラムの効果

P-1101-11 荻野 大助 （名寄市立大学保健福祉学部）
大学一年生の歯科口腔保健に対する意識調査（第
3報）

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：河本 幸子（岡山市保健所健康づくり課）

P-1102-1 河本 幸子 （岡山市保健所健康づくり課）
妊婦・パートナー歯科健康診査受診者の歯科保健
行動について
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P-1102-2 市橋 透 （公益財団法人ライオン歯科衛生研究所）
全員参加方式で実施した職域での継続的な歯科健
診と歯科医療費との関連性について

P-1102-3 瀬川 洋 （奥羽大学歯学部口腔衛生学講座）
福島県における帰宅困難区域の仮設住宅入居者を
対象とした口腔ケア推進事業の成果

P-1102-4 中島 素子 （公立小松大学保健医療学部看護学科）
製造業退職者集団の残存歯とその要因に関する検
討

P-1102-5 永田 千里 （あいち健康の森健康科学総合センター）
口腔機能低下の質問票と咬合力、歯数、生活習慣
の関連についての検討

P-1102-6 渡邉 功 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医
療疫学）
コホート集団における口腔機能低下症の有病率及
び下位症状の該当者割合

P-1102-7 松井 大輔 （京都府立医科大学大学院地域保健医療疫学）
口腔機能低下症と筋力および骨密度に関する検討

P-1102-8 小島 美樹 （梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
う蝕、歯周病、歯の喪失はメタボリックシンド
ロームに複合的に影響するか？

P-1102-9 多田 章夫 （兵庫大学健康科学部健康システム学科）
成人におけるビタミンCと歯周疾患との関連―シ
ステマティックレビュー作成の試み

P-1102-10 石川 美希 （サンスター株式会社）
歯科受診状況からみた口腔管理の実態、および歯
科受診とHbA1cに関するDB研究

P-1102-11 伊藤 瑠美 （青森県立保健大学大学院健康科学研究科保健医
療福祉政策システム）
がん周術期患者の口腔ケアの有効性および効果の
継続性に関わる諸要因の検討

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：福田 雅臣（日本歯科大学生命歯学部衛生学講座）

P-1103-1 小原 由紀 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域在住高齢者におけるオーラルフレイルの実態
と食生活との関連について

P-1103-2 原 修一 （九州保健福祉大学保健科学部言語聴覚療法学科）
オーラルフレイル予防に寄与する口腔機能評価法
の検証（2）摂食嚥下リスクとの関連性

P-1103-3 岡本 希 （兵庫教育大学大学院学校教育研究科）
高齢期における認知機能障害と歯の本数と歯周病
原細菌血清抗体価との関連

P-1103-4 野々 篤志 （独立行政法人国立病院機構高知病院）
急性期要介護誤嚥性肺炎患者の就寝時での開口幅
に関連する因子

P-1103-5 大島 克郎 （日本歯科大学東京短期大学）
在宅医療サービス実施歯科診療所における歯科衛
生士による口腔衛生指導等の実施状況

P-1103-6 井上 裕子 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
平成25年国民生活基礎調査による分析（1）：婚
姻状況と歯科疾患による通院状況との関連

P-1103-7 斉藤 智也 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
平成25年国民生活基礎調査による分析（2）：自
覚症状と歯科疾患による通院状況との関連

P-1103-8 北見 英理 （茨城県歯科医師会地域保健委員会）
口腔機能健康測定とかかりつけ歯科医の有無との
関連性

P-1103-9 福田 雅臣 （日本歯科大学生命歯学部衛生学講座）
歯科保健活動における口腔満足度調査の有用性に
関する研究

P-1103-10 大森 俊 （千葉県衛生研究所）
歯科保健介入が医療費へ及ぼす影響－歯科口腔保
健と就労環境との関連に関する実証研究－

P-1103-11 三浦 宏子 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
歯科診療所の歯科医師における勤務実態全国調査
（第1報）勤務時間分析

P-1103-12 田野 ルミ （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
歯科診療所の歯科医師における勤務実態全国調査
（第2報）キャリアパス・勤務環境分析

第12分科会 感染症

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1201-1 山内可南子 （弘前大学大学院保健学研究科）
自由生活性アメーバBalamuthia mandrillaris
は新たな病原体ベクターか？

P-1201-2 工藤 芳子 （国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査科）
寄生虫症対策実施のための寄生虫卵／虫体検出検
査に関する考察

P-1201-3 竹内 昌平 （長崎県立大学看護栄養学部栄養健康学科）
人口構造が感染症流行リスクに与える影響の検討

P-1201-4 神谷 信行 （感染症サーベイランス情報ネットワーク研究会）
地域における感染症情報提供の現状と課題（第2
報）

P-1201-5 三輪 真美 （東京都多摩府中保健所）
感染症発生届支援ツールの作成～サーベイランス
強化に向けて～

P-1201-6 土橋 酉紀 （国立感染症研究所感染症疫学センター）
一般住民の抗菌薬の適正使用に影響する要因から
考える効果的な普及啓発活動

P-1201-7 近内美乃里 （横浜市立大学大学院医学研究科）
生まれた年別による結核菌の分子疫学的検討

P-1201-8 中本 有美 （茨城県衛生研究所）
結核菌分子疫学解析による地域内感染経路把握へ
の取り組み

P-1201-9 鹿島 剛 （東京都北区保健所）
東京都北区の結核まん延に関わるリスク要因

P-1201-10 勝田 信行 （名古屋市名東区保健福祉センター）
名古屋市の2005年から2017年の結核罹患率
の減少要因について

P-1201-11 影山 康彦 （愛媛県宇和島保健所）
宇和島保健所管内の新登録結核患者の推移と現
状～10年間の分析と効果的事業の推進～

P-1201-12 Hwang Kyungwon
（筑波大学大学院人間総合科学研究科）
韓国、慶尚南道における結核発生率の地域格差

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1202-1 水田 渉子 （台東保健所保健サービス課）
3年間に経験した日本出生者の妊産婦結核4例

P-1202-2 赤松 智子 （横浜市健康福祉局健康安全課）
横浜市における未就学の小児結核の現状分析と今
後の課題に対する取り組み

P-1202-3 鈴木 洋司 （愛媛県西条保健所）
高齢者施設利用者の結核発症症例について

P-1202-4 上谷かおり （宮崎県高鍋保健所）
宮崎県における高齢者結核の早期発見と重症化予
防のための多職種間連携システムの検討

P-1202-5 西住智子 （大阪府茨木保健所）
茨木保健所における高齢結核対策（第1報） 施
設受入れに関するアンケート調査概要

P-1202-6 三木紗矢香 （大阪府茨木保健所）
茨木保健所における高齢結核対策（第2報） 施
設従事者の知識と患者受入れとの関連
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P-1202-7 向井 咲乃 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
茨木保健所における高齢結核対策（第3報） 施
設管理者の結核治療者受入れの実態

P-1202-8 木村ありさ （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
茨木保健所における高齢結核対策（第4報） 施
設従事者の結核治療者の受入れ不安要因

P-1202-9 加藤 弘子 （大阪府茨木保健所）
茨木保健所における高齢結核対策（第5報）結核
知識修得による患者受入れ促進の効果

P-1202-10 細野 晃弘 （名古屋市保健所熱田保健センター）
標準治療患者において結核患者の服薬中断は、再
発リスクを上昇させない

P-1202-11 山森 晶子 （大阪市西成区役所）
未治療陳旧性結核に対する潜在性結核感染症（V
型 LTBI）治療の患者支援に関する検討

P-1202-12 小向 潤 （大阪市保健所）
大阪市の免疫低下者における潜在性結核感染症の
治療成績

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1203-1 工藤 静 （宮崎県福祉保健部健康増進課）
管内小中学校における百日咳集団発生の事例報告

P-1203-2 井瀧まりや （新宿区保健所）
2018年における男性同性間性的接触を中心と
したA型肝炎のアウトブレイク調査

P-1203-3 尾関由姫恵 （埼玉県衛生研究所感染症疫学情報担当）
埼玉県における風しん発生状況：感染症発生動向
調査で収集した風しんに関する情報解析

P-1203-4 高木 和貴 （福井県嶺南振興局二州健康福祉センター）
パチンコ店が感染源となった可能性が示唆された
風しんの地域流行事例

P-1203-5 末廣真美子 （千葉市保健所）
風しんに関する特定感染症予防指針に基づく患者
調査の検討

P-1203-6 大沼 恵 （山梨県中北保健福祉事務所峡北支所）
効果的な風しん予防対策のための検討－平成
26～30年度風しん抗体検査の結果から－

P-1203-7 大林 航 （佐賀県唐津保健福祉事務所）
風疹接触者の健康観察で検出されたワクチン株麻
疹の1例

P-1203-8 門脇 睦美 （世田谷保健所感染症対策課）
世田谷区内事業所における麻しん集団発生につい
て

P-1203-9 林 真由美 （大阪府吹田保健所）
大阪府吹田保健所における麻しん届出患者の現状
と陰性症例の検討

P-1203-10 芦塚 由紀 （福岡県保健環境研究所）
福岡県内のマダニにおけるSFTSウイルスおよ
び紅斑熱群リケッチアの保有状況調査

P-1203-11 栗田 順子 （茨城県立医療大学保健医療学部医科学センター）
ヒトメタニューモウイルス感染症の疫学

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1204-1 大藤さとこ （大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学／感
染症科学研究センター）
現行プログラムによる百日咳ワクチンの有効性：
多施設共同・症例対照研究

P-1204-2 板谷 智也 （金沢大学医薬保健研究域）
経済学的にみた風しん予防接種費助成事業に対す
る提言

P-1204-3 尾上 恵子 （埼玉県衛生研究所）
埼玉県における水痘ワクチン定期接種状況の生年
別調査

P-1204-4 鈴木 花津 （仙台市保健所）
仙台市における定期予防接種の間違い件数の減少
に向けた取り組み

P-1204-5 松木 宣嘉 （四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科）
はり師の肝炎検査・B型肝炎ワクチン接種に関す
る調査研究－教育機関卒業年との関連－

P-1204-6 依田 健志 （川崎医科大学公衆衛生学）
医療系大学生におけるB型肝炎ワクチン不応者
の分析

P-1204-7 轟 伊佐雄 （自衛隊阪神病院）
自衛隊におけるインフルエンザワクチン有効性の
検討

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：大角 晃弘（（公財）結核予防会結核研究所臨床・疫学部）

P-1205-1 大角 晃弘 （（公財）結核予防会結核研究所臨床・疫学部）
わが国における入国前結核健診事業精度保証体制
の課題と展望

P-1205-2 藤山 理世 （神戸市保健所）
神戸市における外国生まれ結核患者の現状
2019

P-1205-3 河津 里沙 （公益財団法人結核予防会結核研究所臨床疫学部）
若年層における外国出生患者と日本出生患者の疫
学的相違点について

P-1205-4 石川 珠実 （仙台市保健所青葉支所）
仙台市における外国人留学生への結核対策第2
報～予防啓発のための健康教育について～

P-1205-5 深澤 健 （東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課）
東京都内の日本語教育機関での外国人向け多言語
結核対策動画の利用状況

P-1205-6 小林 範子 （千葉県印旛健康福祉センター成田支所）
外国人技能実習生結核患者への支援における監理
団体との連携構築

P-1205-7 温谷 莉早 （宮崎県中央保健所）
外国人結核患者の治療完遂に向けた支援のあり方

P-1205-8 永田 容子 （（公財）結核予防会結核研究所）
全国保健所アンケート調査に基づく外国出生結核
患者に対する医療通訳者の利用状況

P-1205-9 荒川 泰雄 （東京都南多摩保健所）
診断の遅れと院内の換気機能不足による感染拡大
が疑われた結核の院内感染事例

P-1205-10 深見 薫 （明石市福祉局あかし保健所保健予防課）
明石市における結核接触者健診 IGRA検査の陽
性率

P-1205-11 佐久間信行 （北海道日高振興局保健環境部保健行政室（浦河
保健所））
結核の集団感染と断定するのに苦慮した経験

P-1205-12 竹原木綿子 （愛知県知多保健所）
愛知県保健所のT-SPOT検査「判定保留」およ
び「判定不可能」事例の再検査に関する検討

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1206-1 井上 由紀 （埼玉県立大学保健センター）
看護大学生を対象とした IGRAによる結核感染
のスクリーニング結果の有用性

P-1206-2 射場 在紗 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
生物学的製剤使用患者の結核スクリーニング実施
状況：国民健康保険レセプトによる分析

P-1206-3 有井 朱美 （尼崎市保健所）
BCG個別化への取り組み－コッホ現象疑い児の
対応を中心に－尼崎市－

P-1206-4 水谷亜以子 （名古屋市保健所千種保健センター）
Mycobacterium kansasii の感作が原因と示唆
されたコッホ現象を呈した乳児の1例
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P-1206-5 太田 正樹 （結核予防会結核研究所）
結核研究所で受けた相談内容の分析，2014-
2016年

P-1206-6 関 奈緒 （新潟大学大学院保健学研究科）
佐渡市インフルエンザ発生登録システムにより把
握した4シーズンの地域流行状況

P-1206-7 遠田 健一 （さいたま市健康科学研究センター）
さいたま市内の季節性インフルエンザ流行期にお
ける小学校学級閉鎖と絶対湿度との関連

P-1206-8 横道 洋司 （山梨大学医学部社会医学講座）
インフルエンザ感染時に外来で抗ウイルス薬に加
え抗生剤を投与した際の入院率

P-1206-9 眞野 愛梨 （神戸大学大学院保健学研究科）
日本語学校に通う留学生の呼吸器感染症に対する
予防行動とその関連要因

P-1206-10 藤野 智史 （埼玉県保健医療部保健医療政策課）
保健所機能を生かした医療・介護連携の支援～薬
剤耐性菌保菌者を施設で受け入れる～

P-1206-11 鳥居まりな （宮城県気仙沼保健所）
社会福祉施設の特性を踏まえた感染症対策

10月25日（金）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：永田 紀子（茨城県衛生研究所企画情報部）

P-1207-1 蕪木 康郎 （さいたま市健康科学研究センター）
さいたま市内で流行したエンテロウイルスD68
型のVP1領域遺伝子解析

P-1207-2 小川 泰卓 （埼玉県衛生研究所）
元荒川水循環センター流入水における腸管系ウイ
ルス調査

P-1207-3 吉田 弘 （国立感染症研究所ウイルス第二部）
環境水サーベイランスにより検出されたエンテロ
ウイルス（2017年度報告）

P-1207-4 濱島 洋介 （和歌山県環境衛生研究センター）
和歌山県の環境水サーベイランスと感染症発生動
向調査で検出された腸管系ウイルス

P-1207-5 木田 浩司 （岡山県環境保健センター）
岡山県における環境水サーベイランスによるノロ
ウイルスGII 遺伝子型の流行把握

P-1207-6 高橋 雅輝 （岩手県環境保健研究センター保健科学部）
岩手県における環境水サーベイランスで分離され
たエンテロウイルスの動向

P-1207-7 堀田千恵美 （千葉県衛生研究所ウイルス・昆虫医科学研究室）
千葉県におけるポリオへの対応 －中和抗体保有
状況を中心に－

P-1207-8 松山 亮太 （広島大学大学院医系科学研究科健康情報学教室）
ノロウイルスの集団感染事例における環境リザー
バーの役割の定量化

P-1207-9 寺原 史貴 （北海道大学大学院医学院修士課程公衆衛生学
コース（衛生学教室））
大腸菌のレボフロキサシン耐性化割合とフルオロ
キノロン系抗菌薬販売量の関連

P-1207-10 川口谷充代 （札幌医科大学医学部衛生学講座）
侵襲性・非侵襲性肺炎球菌の血清型と薬剤耐性遺
伝子に関する研究

P-1207-11 大屋日登美 （神奈川県衛生研究所微生物部）
マクロライド耐性肺炎マイコプラズマの検出状況

P-1207-12 松浦 祐香 （板橋区保健所予防対策課）
板橋区におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌
感染症の発生状況

10月25日（金）11:00～12:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：四宮 博人（愛媛県立衛生環境研究所）

P-1208-1 貞升 健志 （東京都健康安全研究センター微生物部）
地方衛生研究所におけるHIV検査に関する精度
管理調査から得られたこと

P-1208-2 西浦 博 （北海道大学大学院医学研究院）
HIV感染者における地域および国籍別の診断割
合の推定

P-1208-3 戸ヶ里泰典 （放送大学）
国内HIV陽性者女性の心理社会的状況と健康状
態の実態～HIV陽性者男性との比較より

P-1208-4 久地井寿哉 （社会福祉法人はばたき福祉事業団）
薬害HIV感染被害者の受療実態と今後の病態悪
化に伴う転居・転院意向の分析

P-1208-5 廣瀬 晃子 （朝日大学保健医療学部総合医科学講座）
卒業直前における歯科衛生士専門学校生のエイズ
に対する認識調査

P-1208-6 渡會 睦子 （東京医療保健大学）
性感染症検査における郵送検査の導入に関する研
究

P-1208-7 松岡由美子 （熊本市環境総合センター）
改正感染症法施行後に実施した遺伝子解析装置に
関する技術管理研修について

P-1208-8 宇津香也子 （島根県浜田市役所三隅支所市民福祉課）
ウイルス性肝疾患医療費給付を中心とした肝炎対
策事業について

第13分科会 健康危機管理

10月24日（木）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：緒方 剛（茨城県土浦保健所）

P-1301-1 阪田 敬子 （川崎市保健所高津支所）
川崎市における帰国者・接触者外来設置訓練の実
施と今後の課題について

P-1301-2 竹中 弥和 （元大分県立看護科学大学大学院看護学研究科修
士課程広域看護学コース）
保健所と医療機関の院内感染対策のための地域
ネットワーク構造と課題

P-1301-3 長川 真治 （陸上自衛隊陸上総隊対特殊武器衛生隊）
自衛隊における感染症危機管理対応 －陸上自衛
隊の感染症対応部隊の立場から－

P-1301-4 中里 栄介 （佐賀県鳥栖保健所）
薬剤耐性（AMR）対策等推進事業 （地域保健
総合推進事業）

P-1301-5 野田 博之 （大阪大学大学院医学系研究科）
国際保健規則第2条のPHEICの定義に係る解釈
に関する検討

P-1301-6 武村 真治 （国立保健医療科学院）
「健康安全・危機管理対策総合研究事業」のこれ
までの実績と今後の展望

P-1301-7 池田 和功 （和歌山県新宮保健所）
DHEAT活動の体制整備及びファシリテーター養
成における2年間の自治体研修実施状況

P-1301-8 村井 敦 （東京都多摩府中保健所）
DHEATにおける生活環境衛生対策について

P-1301-9 中瀬 克己 （吉備国際大学保健医療福祉学部）
救護班 J-SPEED情報を活用した真備地域避難
所のSPHERE基準を参照した継時的評価

P-1301-10 畠山 典子 （高知県立大学看護学部）
災害時系列ツールを用いた研修プログラム開発と
自治体職員の減災行動への有用性の検討

P-1301-11 川口 桂嗣 （旭川医科大学大学院）
市町村保健師の平常時における災害に対する備え
測定尺度の開発

10月24日（木）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：奥田 博子（国立保健医療科学院）

P-1302-1 日下 純子 （公立小松大学）
瓜生イワに学ぶ明治期の災害救済活動
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P-1302-2 中西 恵 （大阪府茨木保健所）
大阪府北部を震源とする地震における大阪府茨木
保健所の活動及びその課題

P-1302-3 西野 裕香 （大阪府吹田保健所）
大阪府豊能医療圏における災害医療研修の成果に
ついて

P-1302-4 間島亜希子 （大阪府守口保健所企画調整課）
災害拠点病院との連携による健康危機管理体制の
構築～大阪北部地震を通して～

P-1302-5 奥田 博子 （国立保健医療科学院）
災害時における保健師の受援の検証（第1報）－
受援保健師へのインタビュー調査から

P-1302-6 宮崎美砂子 （千葉大学大学院）
災害時における保健師の受援の検証（第2報）－
応援派遣元自治体への紙面調査から

P-1302-7 石井 安彦 （北海道道立病院局）
北海道胆振東部地震の保健医療活動に関する会議
録分析

P-1302-8 古屋 好美 （甲府市保健所）
危機管理調整システムを共有した研修・マニュア
ル改訂における山梨県と甲府市の協働

P-1302-9 鹿嶋小緒里 （広島大学大学院国際協力研究科環境保健科学研
究室）
大規模災害時における近隣住民の避難所へのアク
セスの評価

P-1302-10 曽根 志穂 （石川県立看護大学）
地域防災活動「健康を守るための備え」の検討－
自主防災組織と協働して－

P-1302-11 日置 彩伽 （神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス
領域）
放課後等デイサービス施設における防災行動の実
態と課題

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1303-1 武田 光史 （埼玉医科大学医学部社会医学教室）
東日本大震災における災害医療活動の経験を生か
した今後の災害医療体制の構築

P-1303-2 小野 薫 （岡山県立大学大学院保健福祉学研究科看護学専
攻）
豪雨災害時に家屋被害を受けた高齢者の避難行動
に関する調査

P-1303-3 中臣 昌広 （一般財団法人日本環境衛生センター）
西日本豪雨被災地の避難所における空気環境の実
態

P-1303-4 杉山 純子 （福岡県北筑後保健福祉環境事務所）
九州北部豪雨被災自治体職員への健康管理支援に
ついて

P-1303-5 夏目 恵子 （愛知県西尾保健所健康支援課）
災害時の受援体制構築のために保健所が企画する
訓練手法

P-1303-6 小森賢一郎 （東京工業大学情報理工学院）
受診行動を考慮した医療機関単位の需要推計モデ
ル構築

P-1303-7 陣内 宏太 （芝浦工業大学システム理工学部環境システム学
科）
災害時保健医療活動支援システムの開発

P-1303-8 蛭田 健吾 （芝浦工業大学システム理工学部）
被災地におけるプッシュ型支援物資の需要予測

P-1303-9 大谷 隆浩 （名古屋大学医学系研究科生物統計学）
化学物質流出・拡散への迅速対応統合プラット
フォームの開発に向けた検討

P-1303-10 平川 幸子 （三菱総合研究所）
公衆衛生危機に備えた医薬品開発・備蓄のあり方
について

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：田上 豊資（高知県中央東福祉保健所）

P-1304-1 奥田 祐亮 （和歌山県岩出保健所兼福祉保健部健康局医務課）
アレルギー性疾患を有する小児における災害に対
する自助の備えの現状

P-1304-2 田上 豊資 （高知県中央東福祉保健所）
透析患者を先行した災害時要配慮者避難後支援策
の広域・組織横断的検討

P-1304-3 中久木康一 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔
面外科学）
災害時の地域歯科保健体制整備に向けた机上演習
の開発

P-1304-4 田森 啓介 （札幌市手稲区保健福祉部）
札幌市手稲区における「災害時支え合い研修」の
効果

P-1304-5 丸山 嘉一 （日本赤十字社医療センター）
「つなぎマップ」を用いた災害時精神保健・心理
社会的支援における地域連携の検討

P-1304-6 戸塚 満久 （日本理学療法士協会）
災害支援におけるリハビリテーション専門職団体
と行政機関との連携状況に関する調査

P-1304-7 東 大介 （宮城県保健福祉部健康推進課）
宮城県内の東日本大震災被災者の健康状態：平成
30年度宮城県被災者健康調査より

P-1304-8 小野寺 保 （宮城県仙台保健福祉事務所（塩釜保健所））
アクションカードを用いた大規模災害時における
保健所移転を踏まえた初動対応訓練

P-1304-9 作山美智子 （東北文化学園大学）
東日本大震災後における仮設住宅生活者の健康推
移：8年間の支援交流から

P-1304-10 辻口 貴清 （弘前大学大学院保健学研究科）
青森県における原子力防災訓練・避難退域時検査
の実施報告

P-1304-11 坂本 瑞生 （弘前大学大学院保健学研究科）
原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機
関における被ばく医療支援体制の調査

P-1304-12 山口 一郎 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
流通業界の労務担当者を対象とした放射線学習会
の開催

10月25日（金）11:00～12:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：後藤 恭一（医療創生大学看護学部）

P-1305-1 西原 三佳 （長崎大学生命医科学域（保健学系））
復興過程にある東日本大震災被災地における乳幼
児を持つ母親への支援に関する一考察

P-1305-2 後藤 恭一 （医療創生大学看護学部）
福島原発事故当時、小学校5,6年生だった看護学
生の当時と現在の生活と健康の意識

P-1305-3 相羽 美幸 （東洋学園大学人間科学部）
東日本大震災後の被災者の精神的健康の推移の地
域比較

P-1305-4 堀越 直子 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
福島県県民健康調査「こころの健康度・生活習慣
に関する調査」電話支援の有用性

P-1305-5 鈴木るり子 （岩手看護短期大学専攻科地域看護学専攻）
東日本大震災の独居・高齢者のみ世帯の居住形態
の変化がK6·SN·SCに与えた影響

P-1305-6 小野寺悦子 （福島県立医科大学大学院医学系研究科）
東日本大震災後に他市に移住した被災高齢者の体
験ーテキストマイニングによる分析ー

P-1305-7 Orui Masatsugu
（仙台市精神保健福祉総合センター）
東日本大震災における仮設住宅供与終了後の自殺
死亡率の動向：震災後7年間の経過
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第14分科会 医療制度・医療政策

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1401-1 小野 美樹 （和歌山県海草振興局健康福祉部）
和歌山県の医療機能評価（第1報）：「地域性を考
慮した定量的な基準」の導入にむけて

P-1401-2 後藤 悦 （和歌山県データ利活用推進センター）
和歌山県の医療機能評価（第2報）：「県独自の基
準」の作成

P-1401-3 近藤 雪栄 （横浜市医療局医療政策課）
横浜市における地域医療構想策定から現在までの
振返りと実効に向けた検討

P-1401-4 松本 佳子 （埼玉県立大学研究開発センター）
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

P-1401-5 岩田 徹也 （愛知県済生会リハビリテーション病院）
病床機能転換をした立場から考える地域医療構想
の現状と課題について

P-1401-6 小池 創一 （自治医科大学地域医療学センター地域医療政策
部門）
医療計画におけるへき地医療の位置づけに関する
研究

P-1401-7 大山 功倫 （東京医科歯科大学大学院政策科学）
本邦の診療科間における喘息治療の差に関する検
討

P-1401-8 土井麻理子 （国立保健医療科学院）
特定機能病院の新規の手術・手技に関する審査の
現状と困難についての調査・検討

P-1401-9 中野 将吾 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
長崎県におけるレセプトデータに基づく高齢者へ
の鎮痛剤処方の実態解明と対策立案

P-1401-10 庄野あい子 （明治薬科大学公衆衛生・疫学研究室）
妊婦における季節性インフルエンザワクチン接種
の費用効果分析に関する文献レビュー

P-1401-11 柏木 公一 （筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマ
ン・ケア科学専攻ヘルスサービスリサーチ分野）
都道府県を越えた介護サービス利用の実態－全国
介護保険レセプトデータベースの分析－

10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1402-1 菊地 慶子 （浜松医科大学医学部看護学科）
診療所看護職の就業継続に関連する条件の探索的
研究

P-1402-2 山田 友世 （浜松医科大学地域医療支援学講座）
静岡県における内科・外科の領域別医師数の推移
と全国比較

P-1402-3 藤田 信 （静岡県健康福祉部医療健康局）
医行為の労働時間から積算される外科専門医必要
数（試案）

P-1402-4 佐野 和晃 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室）
医師の2年累積開業率の経年変化

P-1402-5 杉本 祥拓 （浜松医科大学医学部医学科）
将来のキャリアとして研究医を志望する医師に関
する実態調査

P-1402-6 児玉 知子 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
病院に勤務する歯科医師の勤務実態について－全
国調査（第1報）‐

P-1402-7 井田 有亮 （東京大学大学院医学系研究科）
病院に勤務する歯科医師の勤務実態について－全
国調査（第2報）

P-1402-8 馬場菜安奈 （山梨大学医学部歯科口腔外科学講座）
歯科医師のストレス要因についての検討

10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：濱井 妙子（静岡県立大学看護学部）

P-1403-1 村上 玄樹 （産業医科大学病院医療情報部）
福岡県内の医療施設における医療職者確保におけ
る認識に関する研究

P-1403-2 小林 大介 （神戸大学大学院医学研究科医療経済・病院経営
学部門）
病院規模と医療従事者確保に向けた取り組みの関
係性

P-1403-3 山下 暁士 （名古屋大学医学部附属病院メディカル ITセン
ター）
愛知県内の病院に対する医師数アンケート調査の
報告

P-1403-4 湯山 健太 （浜松医科大学医学部医学科）
医師の家族状況に関する実態調査

P-1403-5 濱井 妙子 （静岡県立大学看護学部）
病院通訳者の通訳の正確性分析－ブラジル人患
者・医師・病院通訳者の診療場面から－

P-1403-6 湯川 慶子 （国立保健医療科学院政策技術評価研究部）
外科系学会における手術・手技の臨床研究の審査
状況と課題に関する調査

P-1403-7 吉井 史歩 （内閣府日本医療研究開発機構・医療情報基盤担
当室）
「次世代医療基盤法」の取組と今後の展望

P-1403-8 栗田駿一郎 （日本医療政策機構）
国際的な認知症施策を踏まえた、日本における認
知症診断後支援体制等の在り方について

第15分科会 公衆衛生従事者育成

10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1501-1 沓澤 夏菜 （千葉大学大学院医学薬学府認知行動生理学）
公衆衛生学・医療政策分野における研修会形式の
教育的介入効果の検証

P-1501-2 廣瀬 浩美 （愛媛県今治保健所）
行政機関に勤務する専攻医への社会医学系専門医
制度に関する調査

P-1501-3 西田 敏秀 （宮崎市健康管理部宮崎市保健所）
公衆衛生医師の確保と育成に関する実践活動報
告：PHSS 2018

P-1501-4 平本 恵子 （広島市西区厚生部）
ひろしま社会医学系専門医プログラムについて

P-1501-5 中村 武夫 （近畿大学薬学部）
初期救命救急講習を通した医療人養成教育

P-1501-6 乾 明成 （青森県中南地域県民局地域健康福祉部保健総室）
北日本地方の管理栄養士養成大学における歯科保
健教育と格差

P-1501-7 由田 克士 （大阪市立大学大学院生活科学研究科食・健康科
学講座公衆栄養学）
「食生活改善指導担当者テキスト」の認知状況と
項目別重要度等に関する調査成績

P-1501-8 三浦 佳奈 （山形県立米沢栄養大学健康栄養学部健康栄養学
科）
食品衛生学実験における「中心温度測定と食品微
生物検査」がもたらす衛生意識の変容

P-1501-9 柴崎 智美 （埼玉医科大学医療人育成支援センター地域医学
推進センター）
地域基盤型 IPWのコンピテンシーとヒューマン
ケアマインド

P-1501-10 保母 恵 （国際医療福祉大学小田原保健医療学部）
地域包括支援センターの三職種からみた保健師の
活動の重要度の認識
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10月23日（水）14:00～15:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：佐久間清美（名古屋学芸大学看護学部）

P-1502-1 高見 栄喜 （関西看護医療大学看護学部専門基礎分野）
地方看護学生の進級と退学に関連する初年次要因
の検討

P-1502-2 佐久間清美 （名古屋学芸大学看護学部）
グループワークによる課題解決型学習への支援

P-1502-3 仲里 良子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
看護教育におけるアクティブラーニングの取り組
みに関する文献検討

P-1502-4 荒木 善光 （熊本保健科学大学保健科学部看護学科）
サービス・ラーニングの評価指標を用いた看護学
生の学習効果に関する検討

P-1502-5 大西 基喜 （青森県立保健大学大学院）
保健医療福祉系大学における地域活動参画型教育
の効果についての検討（第2報）

P-1502-6 篠原 彩 （大分県立看護科学大学看護研究交流センター）
看護学生による予防的家庭訪問実習（第7報）：
学生の学び、他実習との相互作用

P-1502-7 田中 富子 （吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科）
看護学生の公衆衛生看護学実習における「健康教
育」実施週別の自己評価比較

P-1502-8 大沼 由香 （仙台赤門短期大学看護学科）
地域住民の介護予防自主活動を支援する看護学生
サークルリーダーの自己成長プロセス

P-1502-9 谷中 美里 （埼玉医科大学総合医療センター）
A大学看護学部卒業生における在学時の保健師に
関する認識

P-1502-10 窪田 志穂 （愛媛県立医療技術大学）
保健師の専門性を抽出する実習記録に学生が取り
上げた保健師活動場面の状況的特性

P-1502-11 野原 真理 （聖徳大学看護学部）
保健師基礎教育における地域診断の授業展開 －
地域診断とレポートからの分析－

P-1502-12 北宮 千秋 （弘前大学大学院保健学研究科）
保健師学生が自治体実習後に言語化した地域特性

10月23日（水）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-1503-1 河端三惠子 （藍野大学医療保健学部看護学科）
臨地実習における保健師教育到達度を高める因子
（第1報）～経験型実習教育の検討～

P-1503-2 南 朗子 （藍野大学医療保健学部看護学科）
臨地実習における保健師教育到達度を高める因子
（第2報）～教師効力の検討～

P-1503-3 和田 素子 （岐阜医療科学大学公衆衛生看護学）
高齢者の継続家庭訪問事例検討会における学生の
学び

P-1503-4 大巻 悦子 （森之宮医療大学保健医療学部看護学科）
保健師学生が知的障害者との交流体験でえた気づ
き～実習に繋ぐ教育的効果を考える～

P-1503-5 三輪眞知子 （京都看護大学大学院看護学研究科）
修士課程における個人・家族支援の実践能力自己
評価の変化

P-1503-6 二宮 一枝 （岡山県立大学保健福祉学部）
認知症カフェを用いた屋根瓦方式による修士課程
健師教育の試み

P-1503-7 本干尾八州子（津山市こども保健部健康増進課）
「母と子を支える仕組み」の施策化過程を活動展
開技法モデルで振り返る

P-1503-8 岩本 里織 （神戸市看護大学）
行政の支援が行き届きにくい方々への公衆衛生看
護技術～1事例の分析を通して～

P-1503-9 小出 恵子 （四天王寺大学看護学部）
保健活動体制を地区担当制に転換するための保健
師の公衆衛生看護技術

P-1503-10 村田 陽子 （有限会社ビーイングサポート・マナ）
開業保健師の可能性と今後の展望

P-1503-11 徳永 京子 （合同会社チームヒューマン代表）
開業を希望する保健師のニーズと人材育成

P-1503-12 宮崎 紀枝 （長野県立大学グローバルマネジメント学部）
保健医療福祉専門職向け起業塾（もやもや編）の
実施と参加者の変化

10月23日（水）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：櫻木 初美（帝京大学福岡医療技術学部看護学科）

P-1504-1 藤丸 知子 （帝京大学福岡医療技術学部）
行政保健師のキャリア発達とキャリア・プラトー
の関連

P-1504-2 本塚 真弓 （豊橋市保健所健康政策課）
キャリアラダーを用いた人材育成の推進に向けた
検討

P-1504-3 山口 直美 （神栖市健康福祉部長寿介護課）
「集団への支援」領域におけるキャリアラダー向
上にむけた一考察【第1報】

P-1504-4 中島富志子 （茨城県立医療大学保健医療学部看護学科）
「地域組織活動」におけるキャリアラダー向上へ
の一考察【第2報】

P-1504-5 小野 真理 （茨城県土浦保健所）
キャリアラダー「地域ケアシステムの構築」領域
に関する判断根拠の一考察【第3報】

P-1504-6 野口 裕子 （高知県中央西福祉保健所）
階層別プログラムによる行政保健師の人材育成の
取組

P-1504-7 栗本 真弓 （津市健康づくり課）
大規模合併した津市の保健師人材育成人材育成を
振り返って

P-1504-8 勝山久美子 （京都府健康対策課）
京都府新人保健師ガイドラインに基づく7年間の
研修評価（第1報）

P-1504-9 川口 秀子 （京都府丹後保健所）
京都府新人保健師ガイドラインに基づく7年間の
研修評価（第2報）

P-1504-10 奥野ひろみ （信州大学医学部保健学科）
新任保健師向けケースメソッド研修の開発とその
効果分析

P-1504-11 小澤 若菜 （高知県立大学看護学部）
現任教育において新任期保健師が獲得する専門能
力の構造

P-1504-12 五十嵐久人 （信州大学医学部保健学科）
行政機関の保健部門に勤務する新任期保健師の地
域診断実施状況と到達度

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：齋藤 美和（高知大学医学部看護学科）

P-1505-1 中村有美子 （関西福祉大学看護学部）
保健師基礎教育に施策化演習を導入したことの評
価

P-1505-2 守田 孝恵 （山口大学大学院）
タイムスタディで明らかにする「新任期保健師の
日常業務におけるOJT」

P-1505-3 村田 未来 （岡山県立大学大学院保健福祉学研究科看護学専
攻）
A県新任期保健師の単独訪問に関する実態

P-1505-4 吉岡 京子 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
地域ニーズに基づく施策化を展開するための中堅
保健師向け教育プログラム第2報
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P-1505-5 塩見 美抄 （兵庫県立大学看護学部）
中堅期保健師の施策化能力向上のための研修プロ
グラムの3か月後評価

P-1505-6 成木 弘子 （国立保健医療科学院）
都道府県の為の『市町村保健師管理者能力育成研
修』ガイドライン開発

P-1505-7 越田美穂子 （富山県立大学看護学部看護学科地域看護学講座）
人材育成プログラム導入後の保健師の意識変化か
ら見た中長期インパクト評価

P-1505-8 木嶋 彩乃 （山口大学医学系研究科保健学専攻）
新任期保健師が学びや成長に結び付いたと認識す
る先輩保健師の関わり

P-1505-9 齋藤 美和 （高知大学医学部看護学科）
高知県保健師交流大会～こじゃんと語って、つな
がろう～

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：麻原きよみ（聖路加国際大学）

P-1506-1 斎藤美矢子 （山口大学大学院医学系研究科）
保健師の現任教育における「事例検討会」に関す
る文献検討

P-1506-2 森鍵 祐子 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻）
保健師が展開する事業の目標設定と評価の実際

P-1506-3 永井 智子 （聖路加国際大学）
保健師の地域／地区活動評価のための尺度開発

P-1506-4 森花美和子 （関西看護医療大学看護学部看護学科地域・在宅
看護学）
地域DOTSの推進と結核療養者の包括的支援～
地域づくりと保健師の役割～

P-1506-5 安達 美佐 （栄養サポートネットワーク合同会社）
生活習慣改善支援における支援者のスキル向上の
ためのスキルチェック表の開発

P-1506-6 鹿毛 美香 （西南女学院大学保健福祉学部看護学科）
九州沖縄の産業看護職の自己研鑽に対する意識と
活動現状－2015·2019年調査を踏まえて－

P-1506-7 中村 江理 （全国健康保険協会本部）
協会けんぽに所属する保健師・管理栄養士の育成
体系の検討について（第2報）

P-1506-8 石井 香織 （全国健康保険協会本部）
協会けんぽに所属する保健師・管理栄養士の育成
体系の検討について（第3報）

P-1506-9 村雲 和美 （筑波大学人文社会科学研究科国際日本研究専攻）
越境するインドネシア人看護師・介護福祉士の研
究：実践からの就労モデルの構築

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-1601-1 村田麻衣子 （新宿区保健センター）
飛び込み出産等の妊産婦のリスク因子～新宿区保
健師が関わったケースの実態調査から～

P-1601-2 鳩野 洋子 （九州大学医学部保健学科）
市町村母子保健事業の実施状況とその推移（第1
報）

P-1601-3 島田 美喜 （社会福祉法人至誠学舎立川）
市町村における母子保健事業の実施状況とその推
移（第2報）

P-1601-4 蕪 龍大 （熊本大学大学院医学教育部公衆衛生学講座）
視能訓練士の参入は三歳児健康診査視覚検査の質
を高める

P-1601-5 河田 恵子 （山陽学園大学看護学部看護学科）
発達障害児支援において養護教諭が保健師と協働
を行う際の困難感

P-1601-6 松本小百合 （東大阪市保健所）
東大阪市における小児救急医療の現状と課題

P-1601-7 後藤 奈穂 （山口大学大学院医学系研究科保健学専攻）
保健所保健師による医療的ケア児とその家族への
支援

P-1601-8 安井 梨紗 （大阪府吹田保健所）
大学健康啓発プロジェクト～大学生のこころとか
らだの健康～

P-1601-9 齋藤 尚子 （東京医療保健大学千葉看護学部）
行政保健師が在日外国人への健康支援を行う上で
の課題・困難―文献検討を通して－

P-1601-10 矢野 亮佑 （青森県三戸地方保健所）
保健行政窓口のための外国人対応の手引きと保健
行政のための多言語行政文書集の作成

P-1601-11 劔 陽子 （熊本県人吉保健所）
「日本の地域保健経験をグローバルヘルス分野に
活かすには？」PCM手法による討議

10月24日（木）16:00～17:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-1602-1 野村 洋子 （相模原市健康福祉局保健所）
相模原市の地域・職域連携（第1報）独自の計画
策定・指標設定による連携の推進

P-1602-2 岡田 瑞葉 （相模原市健康福祉局保健所）
相模原市の地域・職域連携（第2報）中小企業の
健康経営普及に資する事業所訪問の取組

P-1602-3 荒木田美香子（国際医療福祉大学小田原保健医療学部）
地域・職域連携推進事業活性化ツールを活用した
モデル事業－初期集合研修の評価

P-1602-4 竹中香名子 （国際医療福祉大学小田原保健医療学部）
地域・職域連携推進協議会のプロセス評価指標の
検討

P-1602-5 大砂 彩水 （大阪大学医学系研究科保健学専攻公衆衛生看護
学教室）
地域・職域連携推進事業の過去3年間10事例に
おける成果要因の質的分析

P-1602-6 石川 志麻 （慶應義塾大学看護医療学部）
市町村保健師と保健事業受託業者とのパートナー
シップに求められる要因の探索

P-1602-7 疋田 利惠 （大分県南部保健所）
保健所保健師による「看護の地域ネットワーク」
を基盤とした看護管理者支援

P-1602-8 藤岡 茉奈 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
介入を拒否する家族のタイプ別特徴と保健師の支
援方法

P-1602-9 北岡 政美 （金沢市保健所）
金沢市医療相談窓口が医療機関へ情報提供した事
例の分析

P-1602-10 陳内 茜希 （福岡県医療指導課）
高齢者施設における原因不明の感染性呼吸器疾患
の集団発生事例について

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：岡本 玲子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

P-1603-1 佐々木明子 （東京医科歯科大学）
地域保健活動における家庭訪問結果の活用状況

P-1603-2 原賀 美紀 （産業医科大学産業保健学部看護学科産業・地域
看護学）
市町村レベルでの地区診断を実施・推進するため
に必要な要件

P-1603-3 岡本 玲子 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
保健師活動における政策移転研究の可能性－経験
事例に基づく検討－
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P-1603-4 池上 静香 （高知県中央西福祉保健所）
地域包括ケアシステム構築における進捗状況とそ
の取り組みに関わる保健師の認識

P-1603-5 坂田 美紀 （高知県安芸福祉保健所）
安芸圏域における地域包括ケア推進協議体の取組

P-1603-6 深谷 太郎 （東京都健康長寿医療センター研究所）
包括的支援体制構築に向けた保健センターと他分
野の連携に関する研究（1）量的研究

P-1603-7 相良 友哉 （東京都健康長寿医療センター研究所）
包括的支援体制構築に向けた保健センターと他分
野の連携に関する研究（2）質的研究

P-1603-8 太田 直樹 （千葉県千葉リハビリテーションセンター）
「ちば地域リハ・パートナー」と創る千葉県の地
域リハビリテーション支援体制

P-1603-9 石田久美子 （茨城県潮来保健所）
在宅医療の体制整備と保健所の役割（第1報）
ー急変時対応に関するアンケート調査からー

P-1603-10 柴山 清美 （茨城県潮来保健所）
在宅医療の体制整備と保健所の役割（第2報）
ー地域における取組みからー

P-1603-11 鉢嶺 元誉 （沖縄県保健医療部健康長寿課）
大腸がん検診精検受診率向上を目的とした、県主
導による精度管理体制の構築について

P-1603-12 小西 雅美 （丹波篠山市保健福祉部健康課）
丹波篠山市中学生ピロリ菌検診及び除菌治療にか
かる保護者アンケート調査

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：揚松 龍治（鹿児島県川薩保健所）

P-1604-1 伊東 則彦 （道立江差保健所）
全国保健所長会パソコン環境アンケート
2019－危機管理委員会ML・メーリングリスト
世話人報告－

P-1604-2 高橋 新 （慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室）
大規模臨床データベースを用いた地域医療連携体
制の評価に関する研究

P-1604-3 鈴木 寿則 （仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科）
大分県の産・官・学連携による保健・医療・介護
保険等データ活用による医療費分析事業

P-1604-4 後藤 香帆 （糸島保健福祉事務所）
行政と三師会が連携した「糸島地区糖尿病重症化
予防」の取組（第1報）

P-1604-5 松下 純子 （糸島市健康づくり課）
行政と三師会が連携した「糸島地区糖尿病重症化
予防」の取組（第2報）

P-1604-6 鵜狩 綾 （鹿児島県伊集院保健所）
鹿児島県川薩圏域CKD予防ネットワークにおけ
る保健所の役割について

P-1604-7 揚松 龍治 （鹿児島県川薩保健所）
鹿児島県出水圏域CKD予防ネットワークにおけ
る保健所の役割について

P-1604-8 片岡 大輔 （島根県隠岐支庁隠岐保健所）
島根県隠岐諸島の健康課題について

P-1604-9 公文 一也 （高知県安芸福祉保健所）
誰もがしあわせになる「農福連携」その1～石こ
ろから始まった就労支援～

P-1604-10 足達 恵美 （安芸市役所）
誰もがしあわせになる「農福連携」その2～安芸
市の就労支援について～

P-1604-11 中山 京子 （安芸市役所）
行政課題を解決するための組織横断的チームの機
能

P-1604-12 藤田絵里香 （安芸市役所）
地域共生社会の実現に向けた介護予防拠点から地
域福祉拠点への転換

第17分科会 公衆栄養

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：三宅 吉博（愛媛大学大学院医学系研究科疫学・予防医学講座）

P-1701-1 芳賀智恵子 （青森県むつ保健所）
青森県内飲食店で提供されている麺類のスープ
（汁）の塩分の傾向

P-1701-2 松岡 翼 （株式会社はくばく開発部）
大麦 β－グルカン摂取量と腸内細菌叢の関連：横
断研究

P-1701-3 長尾 匡則 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター疫学室）
食事の東洋医学的性質を評価する為に必要な食品
の選択に関する検討

P-1701-4 石川みどり （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
高齢者の食事の適切性の評価法に関する研究～独
居高齢者の既存食事調査の再解析～

P-1701-5 阿部 香織 （関西医療大学）
中高齢者の骨格筋量減少リスクを評価する簡易栄
養チェックシートの作成

P-1701-6 辻 雅子 （東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科）
3種類の体組成計の互換性の検討

P-1701-7 萩原 千晴 （藤田医科大学大学院保健学研究科）
一般住民を対象とした BDNF 遺伝子DNAメチ
ル化率と血清カロテノイド値との関連

P-1701-8 三澤 美菜 （弘前大学大学院医学研究科ウォーターヘルスサ
イエンス講座）
地域住民における食物摂取状況と食品由来の水分
摂取量の関連について

P-1701-9 西中川まき （東京都健康長寿医療センター研究所）
若年層・中年層・高年層における栄養バランスの
良い食事摂取頻度の関連要因の検討

P-1701-10 小嶋 汐美 （常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科）
成人女性の野菜摂取量不足者における就業と食習
慣、食知識、野菜摂取に関する事項

P-1701-11 岡 隆史 （岐阜県保健環境研究所疫学情報部）
県民栄養調査データを用いた岐阜県における二次
医療圏別での栄養摂取状況の比較

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：太田 充彦（藤田医科大学医学部公衆衛生学講座）

P-1702-1 黒川 通典 （大阪樟蔭女子大学健康栄養学部）
Sense of Coherence と食品摂取量

P-1702-2 八木 浩平 （農林水産政策研究所食料領域）
食品群・栄養素摂取の決定メカニズム：食事形態
に着目した共分散構造分析による解析

P-1702-3 野村真利香 （独立行政法人国際協力機構（JICA）人間開発部）
Planetary Health Diet とわが国の摂取エネル
ギー充足率の比較

P-1702-4 太田 充彦 （藤田医科大学医学部公衆衛生学講座）
イエール食物依存調査票バージョン2.0日本語版
の開発と妥当性・信頼性の検証

P-1702-5 福村 智恵 （大阪市立大学大学院生活科学研究科）
妊婦教室参加者の食生活と体重指導状況等に関す
る現状と課題

P-1702-6 鈴木 美穂 （大阪市立大学大学院生活科学研究科）
妊娠前の体格別に見た、妊娠中の推奨体重増加量
に関する知識の有無と実際の体重増加

P-1702-7 浜崎 景 （富山大学医学部公衆衛生学）
妊娠期の魚食・n-3系脂肪酸摂取と産後抑うつ
に関する縦断研究（エコチル調査より）

P-1702-8 中島 圭子 （品川区保健所）
妊婦面接と乳児健診からみた母子の現状～品川区
の健診アンケート項目から～
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P-1702-9 境田 靖子 （長崎県立大学看護栄養学部）
母親の食習慣が児の食習慣と発育に及ぼす影響の
検討

P-1702-10 祓川 摩有 （聖徳大学児童学部児童学科）
保護者が幼児の食事で特に気をつけていることと
食生活や困りごととの関連

P-1702-11 森 幸恵 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
母親の就労が子どもの食品摂取に与える影響

P-1702-12 田中 惠子 （京都文教短期大学食物栄養学科）
幼児へのいわゆる健康食品の使用経験がある母親
の食の安全に関わる認知と行動について

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：井上 清美（姫路獨協大学看護学部）

P-1703-1 小川由紀子 （大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学
研究科）
保育園児とその保護者の嫌いな食材とその理由に
ついて

P-1703-2 朝倉 敬子 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
『茨城「子どもと家族」の食事調査』の実施状況
と結果概要

P-1703-3 荒牧 礼子 （高知県立大学健康栄養学部）
健診結果に基づく児童の食生活の現状

P-1703-4 井上 清美 （姫路獨協大学看護学部）
食育推進活動を育むネットワークアクション
―会議委員の自主的協働活動の視点からー

P-1703-5 三浦 綾子 （常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科）
中学生における鉄摂取量評価に関する検討

P-1703-6 橋本 加代 （神戸女子大学家政学部管理栄養士養成課程）
教員志望学生の食育に関する意識・知識等の現状
と課題

P-1703-7 張 嘉妙 （日本女子大学家政学部食物学科公衆栄養学研究
室）
大学生の果物摂取量、味質識別能（甘味）及び食
環境について

P-1703-8 青山 瑞希 （日本女子大学家政学部食物学科公衆栄養学研究
室）
大学生による乳がん予防情報についての認知度調
査（第11回東京都食育フェア）

P-1703-9 佐伯 佳恵 （日本女子大学家政学部食物学科公衆栄養学研究
室）
大学生の食事調査～亜鉛摂取量の現状評価と塩味
識別能について～

P-1703-10 濱中 綾子 （日本女子大学）
大学生の野菜摂取量と食環境・生活状況について
の横断的調査

P-1703-11 泉 麻衣 （高知大学公衆衛生学教室）
地域在住高齢者における栄養状態と生活機能との
関連

P-1703-12 堀江 早喜 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
ひとり暮らしにおける前期・後期高齢者と食物ア
クセスとの関連

10月25日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-1704-1 伊井みず穂 （富山大学医学薬学研究部成人看護学）
県内中山間地域における在宅高齢者の食事摂取状
況

P-1704-2 山下ますみ （山梨県峡南保健福祉事務所）
管内高齢者福祉施設における栄養管理の現状（栄
養管理報告書の分析から）

P-1704-3 逸見眞理子 （ノートルダム清心女子人間生活学部）
岡山県の病院における災害時食体制の現状

P-1704-4 千葉 啓子 （岩手県立大学研究・地域連携本部）
沿岸地域住民の食生活の経年的変化

P-1704-5 野津あきこ （鳥取短期大学）
東日本大震災後に実施した福島県A町における
BDHQ結果の検討

P-1704-6 横山 愛 （武庫川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄
養学専攻）
小児のアレルギー性鼻炎と脂肪酸摂取状況との関
連について

P-1704-7 尾崎 悦子 （京都府立医科大学地域保健医療疫学）
夕食の不規則性が身体状況に与える影響：J-
MICC Study 京都フィールド

P-1704-8 宮崎 千波 （大阪府茨木保健所）
若い世代への糖尿病発症予防のための基礎調査に
ついて（第1報）

P-1704-9 上田 未来 （大阪府茨木保健所）
若い世代への糖尿病発症予防のための基礎調査に
ついて（第2報）

P-1704-10 木村 明美 （大阪府茨木保健所）
若い世代への糖尿病発症予防のための基礎調査に
ついて（第3報）

P-1704-11 宮城 栄重 （金沢大学医学系公衆衛生学研究室）
健康診断から推測する非肥満者の糖尿病発症危険
因子～飲酒と肝酵素との関連～

P-1704-12 大槻 誠 （鈴鹿医療科学大学医療栄養学科）
中壮年期における食品群・栄養素摂取量とロコモ
ティブシンドロームとの関連

第18分科会 健康運動指導

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：小田切優子（東京医科大学公衆衛生学分野）

P-1801-1 福島 教照 （東京医科大学公衆衛生学分野）
就学前施設における保育者の幼児期運動指針の活
用状況と幼児の体力・運動能力との関連

P-1801-2 大賀 淳子 （埼玉医科大学保健医療学部看護学科）
学校登山による自己効力感の変化における中学高
校および男女の比較

P-1801-3 佐藤 千穂 （山形県立保健医療大学）
山形県における成人就労女性の運動実施状況およ
び関連要因

P-1801-4 木村みさか （京都先端科学大学総合研究所）
高齢者の体力の縦断的観察～2013年と2018
年の体力測定会に参加した高齢者の場合～

P-1801-5 佐藤 正樹 （群馬県立県民健康科学大学看護学部）
プールの健康教室に参加することによる心身への
影響－低身体活動高齢女性の実態調査－

P-1801-6 芝崎 美幸 （健康運動指導研究所 FITPLUS）
地域高齢者における全身運動を含む咬合力アップ
運動のフレイル予防としての有用性

P-1801-7 萩尾 敦史 （京都府健康対策課）
京都府A市における活動量可視化が地域在住高
齢者の身体活動量と運動機能に与える影響

P-1801-8 齋藤 義信 （慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
住民主体のグループ運動の実施状況：藤沢市老人
クラブを対象とした悉皆調査

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：篠田 邦彦（新潟大学名誉教授）

P-1802-1 奥田久美子 （身体教育医学研究所うんなん）
行政育成型運動普及ボランティアのエンパワメン
トを促進する支援内容の検討

P-1802-2 北湯口 純 （身体教育医学研究所うんなん）
行政育成型運動普及ボランティアによる活動中の
ヒヤリ・ハット及び有害事象の発生状況
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P-1802-3 篠田 邦彦 （新潟大学）
「エッセンシャル10」は運動能力の予測マーカー
となりうるか

P-1802-4 山内 賢 （慶應義塾大学体育研究所）
歩容をパフォーマンス評価する必要性の提案～歩
容確認教材の思案と試案～

P-1802-5 土井 龍雄 （医療法人貴島会ダイナミックスポーツ医学研究
所）
ロコモティブシンドロームに配慮した歩き方の検
討

P-1802-6 鄭 松伊 （弘前大学大学院医科学研究科）
Age index for assessing locomotive syn-
drome

P-1802-7 石本 洋介 （株式会社健康科学研究所）
健康診査結果の改善が見られない長期運動継続者
に対する包括的支援の有効性

P-1802-8 石坂 美里 （株式会社BCF）
体型評価の一致／不一致と間食・夜食摂取の有無
の関係の検討

第19分科会 食品衛生・薬事衛生

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：神奈川芳行（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

P-1901-1 吉川 聡一 （相模原市衛生研究所）
生食用冷凍カキを原因とするノロウイルス食中毒
事例

P-1901-2 弓場 香純 （鹿児島県環境保健センター食品薬事部）
さつまいも加工品中のアクリルアミド低減化に関
する研究

P-1901-3 長浜 善行 （埼玉県衛生研究所）
埼玉県における流通食品（乾燥果実）の放射能調
査

P-1901-4 寺田 宙 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
福島原発事故後の野生キノコ中の放射性セシウム
の濃度実態について

P-1901-5 井手尾百紀奈（別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
過去の意図的な異物混入事件から見える、食品防
御対策の必要性についての検討

P-1901-6 高畑 能久 （大阪成蹊大学フードシステム研究室）
わが国の食品流通業（運搬・保管施設）における
食品防御対策の現状調査

P-1901-7 神奈川芳行 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
大規模イベントに向けた食品防御対策ガイドライ
ンの試作と改善について

P-1901-8 加藤 礼識 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
大規模イベントに向けた食品防御対策学習ツール
の開発と今後の課題

10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-1902-1 藤井 仁 （目白大学）
過去に健康被害を生じさせた健康食品に関する情
報発信の課題と対策

P-1902-2 峯 昌啓 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
生物の基礎教育が遺伝子組み換え食品受容に与え
る影響の調査

P-1902-3 熊谷 優子 （和洋女子大学家政学部健康栄養学科）
食品由来疾患の食品寄与率に関する研究

P-1902-4 佐藤 陽子 （（国研）医薬健栄研 国立健康・栄養研究所）
青汁と医薬品の相互作用に関する文献的検討

P-1902-5 設樂 紘史 （さいたま市健康科学研究センター生活科学課）
精密質量情報に基づく化学物質解析手法の検討

P-1902-6 清水誠太朗 （松戸保健所）
脂肪の多い食品に適応させた LAMP法による
VT遺伝子検出のための検査法の検討

P-1902-7 河原 和夫 （東京医科歯科大学大学院政策科学分野）
献血状況の経年変化と地域特性について

P-1902-8 熊澤 大輔 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科政策
科学分野）
成分献血希望者の属性把握に関する考察

P-1902-9 菅河真紀子 （東京医科歯科大学大学院政策科学分野）
我が国の今後の血液事業体制に関する研究

P-1902-10 松井 健 （東京医科歯科大学大学院医歯学系専攻環境社会
医歯学講座政策科学分野）
献血制度に関わる課題および医療機器に関する調
査分析

第20分科会 産業保健

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-2001-1 小野瀬祐紀 （東京歯科大学衛生学講座）
男性職業ダイバーにおける潜水作業中の口腔内症
状と予防的歯科受診との関係

P-2001-2 小宅千恵子 （北海道中央労災病院治療就労両立支援センター）
女性勤労者の歯科の定期健診に影響を及ぼす要因

P-2001-3 Ohyama Atsushi
（（株）神戸製鋼所東京本社健康管理センター）
正規／非正規雇用労働者の歯科受診状況と通院可
能な時間帯の分析

P-2001-4 財津 崇 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
労働者における顎関節症リスクとその関連要因に
ついて

P-2001-5 丹下 文恵 （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）
職業ドライバーの食生活に関与する要因－中小運
輸・運送事業者を対象とした質的研究－

P-2001-6 臼井 友乃 （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）
職業ドライバーの運動に関する意識と実践：中小
運輸・運送業者を対象とした質的研究

P-2001-7 Tsukada Hisae
（石川県立看護大学地域・在宅・精神看護学講座）
道路貨物運送業における健康リスク診断の試み～
現状と課題～

P-2001-8 足立 絵里 （古野電気株式会社）
タクシー乗務員が抱える就業上の困難と健康管理
の工夫

P-2001-9 後藤 英子 （東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻医療
コミュニケーション学分野）
就業者、非就業者のヘルスリテラシーと受診行動
（健診・がん検診・歯科受診）との関連

P-2001-10 津野 陽子 （東北大学大学院医学系研究科地域ケアシステム
看護学分野）
アブセンティーイズムに関連する職場要因と健康
リスクの検討

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：大森 純子（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分野）

P-2002-1 岸 範子 （栃木市役所保健福祉部健康増進課）
事業所と連携した生活習慣病予防事業の取り組み

P-2002-2 肥尾 明里 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
オフィス環境と企業従業員の生活習慣の関係

P-2002-3 藤原 啓子 （名古屋市役所）
新規採用者の生活習慣とSOCの関連
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P-2002-4 岡本 恭一 （高知大学次世代地域創造センター）
高知県の地方公務労働者における健康上の問題に
よる労働力の損失

P-2002-5 吉田 紘明 （千葉大学予防医学センター）
オフィスにおける主観的な自席の天井の高さと1
年後のワーク・エンゲイジメントの関連

P-2002-6 花里 真道 （千葉大学予防医学センター）
オフィスにおける偶発的な交流とワーク・エンゲ
イジメントおよび心理的ストレスの関連

P-2002-7 熊谷 麻紀 （松本大学人間健康学部）
中小企業雇用者のワーク・ファミリー・コンフリ
クトに関連する要因の検討

P-2002-8 高橋 由香 （東北大学大学院医学系研究科保健学専攻公衆衛
生看護学分野）
健康経営を促進する「健康的な職場文化」の指標
に関する文献レビュー

P-2002-9 飯島佐知子 （順天堂大学大学院医療看護学研究科）
職場における女性の健康支援の事例―大企業と中
小企業の比較―

P-2002-10 外村 智美 （ライオンケミカル株式会社オレオケミカル事務
所）
企業での禁煙対策に向けた従業員の健康診査結果
の実態から取り組みの方向性を考える

10月25日（金）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-2003-1 鈴木 知子 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）
発達障害傾向（自閉症特性）の程度別による職業
性ストレスとうつ症状との関連

P-2003-2 新谷 奈苗 （和洋女子大学看護学部看護学科）
職業性ストレスを構成する要因の相互関連性の検
討

P-2003-3 永岡 裕康 （和洋女子大学看護学部看護学科）
仕事満足感は職業性ストレスを軽減するか

P-2003-5 伊藤 俊弘 （旭川医科大学医学部看護学科）
大学病院に所属する看護職員の睡眠とストレス関
連因子との関連性

P-2003-6 厚澤 博美 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
新人看護師の精神的健康維持を目指した支援に関
する質的研究

P-2003-7 緒方 泰子 （東京医科歯科大学大学院）
看護職のHealthy Work Environment 特性の
解明に向けた前向き研究（第3報）

P-2003-8 竹口 和江 （長崎県立大学シーボルト校看護栄養学部）
中小企業における産業看護職のメンタルヘルス一
次予防の支援体制構築に関する研究

P-2003-9 當山 紀子 （琉球大学医学部保健学科地域看護学教室）
沖縄県内の金融業に勤務する勤労者のメンタルヘ
ルスと関連要因

P-2003-10 染谷 典子 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
女性企業従業員におけるストレスチェック結果に
関する年齢階層別検討

P-2003-11 依馬 加苗 （名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分
野）
一般住民における職種と主観的ストレスとの関
連：J-MICC Study 岡崎

10月25日（金）10:00～11:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-2004-1 前田真樹子 （日本赤十字社大阪赤十字病院）
企業就労者の季節性インフルエンザに対する予防
行動とその関連要因

P-2004-2 佐藤 望 （福島県労働保健センター）
職域健診時の緊急連絡後の受診者の受診行動

P-2004-3 牧之瀬志織 （公益財団法人兵庫県健康財団保健検診センター）
特定保健指導対象者の体重変化とストレスコーピ
ングの関連について

P-2004-4 黒谷万美子 （愛知学泉大学家政学部家政学科子どもの生活専
攻）
食行動とワーク・エンゲイジメント－運輸業にお
けるアンケート調査からの一考察－

P-2004-5 大江千恵子 （全国健康保険協会福岡支部）
協会けんぽ福岡支部加入者におけるポリファーマ
シーの現状と服薬アドヒアランス

P-2004-6 市川 周平 （三重大学医学部名張地域医療学講座）
子育て世代の女性は自分または配偶者が罹患した
場合に誰に相談するのか？

P-2004-8 長谷川久之 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）
医師の働き方改革に関する検討会報告書にみる到
達点についての考察

P-2004-9 野村與珠亜一国
（高知大学医学部環境医学教室）
Deep Learning による画像解析を用いた肺疾患
自動診断の実用可能性検討

第21分科会 環境保健

10月23日（水）15:00～16:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：関 健介（杏林大学保健学部診療放射線技術学科）

P-2101-1 堀池 諒 （高知県須崎福祉保健所）
GISとひまわり8号の輝度温度を用いた気温と高
齢者人口分布変化の関係

P-2101-2 大沼 勇人 （北海道大学大学院工学院空間性能システム専攻
建築環境学研究室）
冬季積雪寒冷地の自宅住環境が高齢者の生活習慣
や健康状態に及ぼす影響

P-2101-3 赤星 昂己 （東京女子医科大学東医療センター救命救急セン
ター）
当院における三度熱中症の神経予後不良予測因子
の検討

P-2101-4 長谷川 舞 （北海道大学）
人口動態統計を用いた疾病発生の季節依存性に関
する経時的分析

P-2101-5 遠藤 吏保 （和洋女子大学家政学部健康栄養学科）
市川市近隣湧水の飲用に関する衛生学的評価

P-2101-6 Ogata Fumihiko
（近畿大学薬学部公衆衛生学研究室）
水系環境保全・改善のための Fly ash をベース
としたゼオライトの創製技術の確立

P-2101-7 植松 勇伍 （近畿大学薬学部公衆衛生学）
ココヤシファイバーによるメチレンブルー除去

P-2101-8 近藤 昭宏 （株式会社日吉技術部）
レジオネラ属菌およびアメーバに対する消毒剤の
開発

P-2101-9 名取 雄司 （ひらの亀戸ひまわり診療所）
2018年入居したマイホームの土壌中の石綿含
有建材の課題

P-2101-10 関 健介 （杏林大学保健学部診療放射線技術学科）
米ぬかを利用した人工放射性核種の土壌汚染評価
方法の有用性に関する研究
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10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：林 基哉（国立保健医療科学院）

P-2102-1 石塚 美帆 （千葉大学工学部）
非燃焼式タバコから発生する有害物質の分析法の
開発

P-2102-2 佐藤 綾菜 （千葉大学工学部）
非燃焼式タバコから発生する有害物質の分析結果

P-2102-3 仲井 邦彦 （東北大学医学系研究科発達環境医学分野）
家庭環境内における重金属類曝露調査－調査方法
および中間報告

P-2102-4 野口真由美 （千葉大学大学院融合理工学府）
居住環境に存在する二酸化窒素とアンモニアの挙
動と季節的変動

P-2102-5 余田 佳子 （兵庫医科大学公衆衛生学講座）
一般家屋における空気中エンドトキシン濃度

P-2102-6 林 基哉 （国立保健医療科学院）
事務所建築における空気環境管理に関する研究
その1 夏期室内環境の連続測定

P-2102-7 開原 典子 （国立保健医療科学院）
事務所建築における空気環境管理に関する研究
その2 室内温湿度の実態と課題

P-2102-8 金 勲 （国立保健医療科学院）
事務所建築における空気環境管理に関する研究
その3 冷暖房期のCO2濃度の実態調査

P-2102-9 東 賢一 （近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）
事務所建築における空気環境管理に関する研究
その4 ビル関連症状と建築物規模

P-2102-10 長谷川兼一 （秋田県立大学・システム科学技術学部）
事務所建築における空気環境管理に関する研究
その5 室内環境と建築物規模

10月23日（水）16:00～17:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：須那 滋（香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科）

P-2103-1 清水 貴明 （さいたま市健康科学研究センター）
ダーラム型花粉捕集器によるさいたま市内におけ
る花粉飛散数の経時的測定について

P-2103-2 須那 滋 （香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科）
都市化と抗アレルギー薬生産に関する一考察

P-2103-3 牛山 明 （国立保健医療科学院）
高強度の中間周波磁界ばく露の血液指標に対する
影響の検討

P-2103-4 川口 竜助 （市立奈良病院救急・集中治療部）
鹿に関連した外傷症例49例の検討：奈良公園近
くの単施設後方視的観察研究

P-2103-5 西原 進吉 （北海道大学環境健康科学研究教育センター）
学童期の子どもの尿中有機リン系農薬代謝物と
ADHD傾向との関係―北海道スタディ―

P-2103-6 阪東美智子 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
民泊に対する自治体の取組み―民泊条例の制定状
況と民泊相談体制―

第22分科会 国際保健

10月24日（木）10:00～11:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-2201-1 神田 浩路 （旭川医科大学医学部社会医学講座）
スリランカにおける狂犬病対策に関する現状と考
察：文献レビュー

P-2201-2 白山 芳久 （順天堂大学国際教養学部）
タイ国北部チェンマイにおけるミャンマー系移民
労働者の健康状態と危険因子

P-2201-3 下嶽 ユキ （高知大学医学部環境医学）
カンボジア、クラチェ州コ・チュレイン島住民の
健康診療からみえた主訴の特徴

P-2201-4 芝山江美子 （神奈川工科大学看護学部看護学科）
インドネシアジョグジャカルタ県のポシアンドゥ
を用いた地域共生の再編モデルの構築

P-2201-5 伊藤 尚子 （公立小松大学保健医療学部看護学科）
韓国敬老堂における高齢者の健康支援にかんする
一考察

P-2201-6 福田 英輝 （国立保健医療科学院）
ケニア共和国の無歯科医地区における高齢者の口
腔内状態と全身的健康感との関連

P-2201-7 町田 宗仁 （金沢大学医学系国際保健学）
活動報告 グローバルヘルスとUHCのための
パートナーシッププロジェクト

P-2201-8 武智 浩之 （群馬県渋川保健福祉事務所）
群馬県職員として世界保健機関（WHO）で勤務
した経験の報告

P-2201-9 高橋 千香 （大田区保健所）
WHO等保健医療事情調査：日本における今まで
の結核対策と世界における今後の課題

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-2202-1 菊地 君与 （九州大学持続可能な社会のための決断科学セン
ター）
バングラデシュにおける母子の継続ケアとその関
連因子について

P-2202-2 佐藤 優 （聖マリア病院国際事業部）
ラオス国カムアン県サイブートン郡における3年
間の母子保健事業の成果報告

P-2202-3 武藤三千代 （日本医科大学スポーツ科学）
カンボジアシェムリアップ州におけるラジオ体操
による子どもたちの健康づくり

P-2202-4 中世古恵美 （姫路獨協大学看護学部看護学科）
バヌアツ国の子どもにおける喫煙・飲酒経験とそ
の関連要因の検討

P-2202-5 藤原 康史 （岡山大学病院看護部）
女性性器切除体験者の語りの分析～施術前後の体
験に焦点を当てて～

P-2202-6 多田 碧樹 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
産前からの外国人女性支援における公衆衛生看護
技術－1地区の活動事例より－

P-2202-7 ディシー陽子（沖縄科学技術大学院大学保健センター）
沖縄科学技術大学院大学での救急医療電話におけ
る外国人対応の分析

P-2202-8 鈴村 美和 （社会医療法人松田整形外科記念病院）
外国人患者の当院受療時ニーズに関する社会疫学
的調査（第2報）

第23分科会 保健医療介護サービス研究

10月24日（木）9:00～10:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：大浦 智子（奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学
科）

P-2301-1 大浦 智子 （奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション
学科）
回復期リハビリテーション病棟における入院時指
導加算に関する実態

P-2301-2 谷口 雄大 （筑波大学大学院研究生）
二次医療圏ごとにみた慢性期療養場所に関わる医
療資源、施設介護資源の分布

P-2301-3 土屋瑠見子 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）
要支援認定者の住宅改修利用状況と利用費－
Two-part model による利用者特性との関連－
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P-2301-4 二宮 彩子 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）
在宅要介護高齢者の孤独感が抑うつ悪化に与える
影響－定期的アセスメントデータ活用－

P-2301-5 鈴木 俊輝 （筑波大学医学群医学類）
特別養護老人ホーム入所前後における処方薬剤数
および処方内容の変化

P-2301-6 高橋 秀人 （国立保健医療科学院）
要介護度2移行率改善による境界期健康期間の延
伸度－シミュレーションに基づく検討－

P-2301-7 黒田 直明 （つくば市保健福祉部）
自治体におけるデータにもとづく医療介護施策の
推進ー保健福祉部参事の経験から

P-2301-8 佐藤 幹也 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）
在宅要介護者と施設要介護者の死亡の場所の経年
比較：病院から自宅へ、施設へ

P-2301-9 小竹 理奈 （筑波大学医学群医学類）
人生の最終段階についての話し合い内容を病院が
連携先へ引き継ぐことに関連する要因

P-2301-10 田中 英夫 （大阪府藤井寺保健所）
精神科長期入院患者の退院促進に向けた取り組み
の効果について

10月24日（木）15:00～16:00
示説（ポスター）会場①（ホテル日航高知旭ロイヤル 3階 ゴールデンパシフィック）

座長：調整中

P-2302-1 森山 葉子 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
日本語版ASCOT-Carer により測定された介護
者の社会的ケア関連QOLの実態

P-2302-2 安永 龍子 （奈良佐保短期大学地域こども学科）
介護老人福祉施設における身体的負担軽減のため
の福祉用具導入について

P-2302-3 赤羽 学 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
リハビリ従事者の離職意向に影響を及ぼす因子

P-2302-4 筒井 孝子 （兵庫県立大学大学院経営研究科）
WHO-DAS2.0の短縮版評価票（10項目版）の
開発

P-2302-5 重田 史絵 （東洋大学ライフデザイン学部）
就労継続支援B型事業所のアウトカム評価―ICF
項目に基づく特徴化の試み―

P-2302-6 石井 充章 （筑波大学大学院人間総合科学研究科福祉医療学
分野）
薬局薬剤師に対する共感性評価尺度の開発と患者
満足と関連のある要因の検討

P-2302-7 堀内 美佐 （東京大学総括プロジェクト機構「プラチナ社会」
総括寄付講座）
健康関連イベント来場者の意識調査にかかる作業
負担の分析

P-2302-8 濱松 由莉 （東京大学未来ビジョン研究センターデータヘル
ス研究ユニット）
市町村国保における特定健診・特定保健指導の実
施状況：A県内保険者での調査

P-2302-9 濱口 由子 （公益財団法人結核研究所臨床疫学部）
包絡分析法（DEA）を用いた結核対策の経営効
率性評価

English Session/Poster

10月24日（木）11:00～12:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：調整中

P-EP01-1 Yamashita Takahiro
（Tohoku Medical Megabank Organization,
Tohoku University）
Dietary patterns during pregnancy and
birth weight in Japan

P-EP01-2 Khatiwada Januka
（International University of Health and
Welfare）
Delivery assistance and its association
with neonatal mortality in Nepal

P-EP01-3 Ganzorig Odmaa
（Graduate School of Public Health, Inter-
national University of Health and Welfare）
Parental smoking and prevalence of to-
bacco smoking among Mongolian adoles-
cents

P-EP01-4 Garidkhuu Ariuntuul
（School of Medicine, International Univer-
sity of Health and Welfare）
Speech treatment status of Mongolian
children with clefts and hearing impair-
ment

P-EP01-5 YONG KIM FONG ROSELINE
（Akita University Graduate School of Medicine
Department of Public Health）
Hikikomori and childhood negative inter-
personal relationship experiences

P-EP01-6 Jannah Miftaahul
（Laboratory of Community Health and Nu-
trition, Special Course of Food and Health
Science Department of Bioscience, Graduate
School of Agriculture, Ehime University）
Associations of ω3 and ω6 intakes with
IMT levels: Toon Health Study.

P-EP01-7 Al Hasan Syed Mahfuz
（Kagawa University, Department of Public
Health）
Energy transition in the Japanese diet : a
joinpoint regression analysis

P-EP01-8 Jesmin Subrina
（Faculty of Health and Sports Science,
University of Tsukuba）
PROFILING OF NATIONWIDE NON-COM-
MUNICABLE DISEASE RISK FACTORS IN
BANGLADESH

P-EP01-9 ENKHTUGULDOR MYAGMAR-OCHIR
（Department of Public Health, School of
Medicine，）
A comparative study on current status
and policy of NCDs in Mongolia and Japan

P-EP01-10 Hasan S M Mahmudul
（Tokyo Medical and Dental University）
Effects of Physical Activity on Periodonti-
tis in type 2 diabetes in Bangladesh

P-EP01-11 Thwin Aung Kyaw
（International University of Health and
Welfare）
General characteristics, knowledge and
patient activation of type 2 diabetes

10月24日（木）14:00～15:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：奥村 二郎（近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）

P-EP02-1 Vo Thi Hue Man
（Department of Global Health Entrepre-
neurship, Division of Public Health, Gradu-
ate School of Tokyo Medical and Dental
University）
Cognitive impairment and fear of falling
among older Vietnamese adults

P-EP02-2 Siongco Kathryn Lizbeth Lucena
（Tokyo Medical and Dental University）
Predictors of type of health facility use
among elderly in the Philippines
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P-EP02-3 Moncatar TJ Robinson
（Department of Global Health Entrepre-
neurship, Tokyo Medical and Dental Uni-
versity）
Does the residence of Filipino elderly living
alone affect NCD and facility use?

P-EP02-4 Nakao-Hayashizaka Kayoko
（Mukogawa Women’s University Institute
for Education）
Perceptions towards Life’s End among
Japanese American Older Adults

P-EP02-5 Ezaki Jiro
（Department of Forensic Medicine, Hiro-
shima University）
The new tele-death diagnoses system in
Japan

P-EP02-6 Akihito Watabe
（World Health Organization, Health Sys-
tem Governance and Financing）
Analysis of health promotion and preven-
tion financing mechanisms in Thailand

P-EP02-7 Thonglor Romnalin
（Global Health Entrepreneurship, Tokyo
Medical and Dental University）
Health manager perspectives of an urban
Primary Health Care in northern Thailand

P-EP02-8 Rueda Alojaimy
（東京医科歯科大学国際保健医療事業開発学部）
Demographic Characteristics and Percep-
tions of Nurses Working in Saudi Arabia

P-EP02-9 Okumura Jiro
（Department of Environmental Medicine
and Behavioral Science）
Environmental Chemical Sensitizers ;
Evaluation of the legal and policy issues

P-EP02-10 Kato Mio
（Teikyo University Graduate School of Public
Health）
Transparency between pharmaceutical
CSR and PAOs in Europe, Japan, and US

10月25日（金）11:00～12:00
示説（ポスター）会場②（高知会館 2階 白鳳）

座長：郡山 千早（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学・予防医
学）

P-EP03-1 Takahashi Mihoko
（Department of Social Medicine, Faculty
of Medicine, Saitama Medical University）
Sex-based excess mortality from suicide
after the Great East Japan Earthquake

P-EP03-2 Koyama Yohei
（Integrated Center for Science and Hu-
manities, Fukushima Medical University）
An anthropological approach to public
health nursing after the nuclear accident

P-EP03-3 Yamamoto Yumiko
（Kochi Medical School, Kochi University）
Survey of foreign people living in Japan at
the disaster

P-EP03-4 Yamazaki Yuka
（Deaprtment of Medical Education, Tokyo
Medical University）
What type of interpreting is appropriate
for foreign patients in Japan?

P-EP03-5 Kusakai Rukako
（Machida city public health center）
The Outbreak of Verotoxin-Producing E.
Coli 0121VT2 Linked to Nursery Lunch

P-EP03-6 Yu Yueming
（広島大学大学院医系科学研究科健康情報学研究
室）
Spatio-temporal analysis of influenza in
Hiroshima City during 2014-2017

P-EP03-7 Iwasaki Yohei
（Ome Municipal General Hospital）
Health Emergency Management on Sea-
sonal Influenza at an Emergency Depart-
ment.

P-EP03-8 Muzembo BasiluaAndre
（国際医療福祉大学医学部）
Knowledge, attitudes, and practices on
Ebola virus disease in Africa

P-EP03-9 Murakami Keiko
（Tohoku Medical Megabank Organization,
Tohoku University）
Psychological distress during early preg-
nancy and autistic traits in offspring

P-EP03-10 Nlandu Ngatu
（IUHW School of Medicine）
Tosa-SBM and AY-Limo21: Food-based
Immuno-modulators for Metabolic Disor-
ders?


