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概
①開催日

要

2022年10月7日（金）
午前 開会式、総会、学会長講演、特別講演、特別企画、ランチョンセミナー、
企業・一般展示、特別展示
午後 特別講演、特別企画、メインシンポジウム、シンポジウム、優秀演題賞選考会、
指導医講習会、一般演題（口演、示説）、自由集会、企業・一般展示、特別展示、上映会
2022年10月8日（土）
午前 メインシンポジウム、シンポジウム、教育講演、奨励賞受賞講演、
国際参加賞受賞講演、ランチョンセミナー、一般演題（口演、示説）、企業・一般展示
午後 メインシンポジウム、シンポジウム、緊急企画、総会企画シンポジウム、教育講演、
保健師職能研修会、スポンサードセッション、一般演題（口演、示説）、自由集会、
企業・一般展示、特別展示、意見交換会、奨励賞表彰式、上映会
2022年10月9日（日）
午前 シンポジウム、教育講演、一般演題（口演、示説）、企業・一般展示、特別展示、閉会式

②会場

YCC 県民文化ホール
〒400−0033 山梨県甲府市寿町26−1
山梨県立図書館
〒400−0024 山梨県甲府市北口2丁目8−1
山梨県防災新館
〒400−0031 山梨県甲府市丸の内1−6−1

③開催形式

ハイブリッド（現地開催+ライブ配信+オンデマンド配信）形式
＊ライブ配信は一部の主要プログラムに限ります
オンデマンド配信期間
・シンポジウム・講演等（自由集会および一部セッションを除く）
2022年10月25日（火）〜11月24日（木）
・一般演題
2022年10月6日（木）〜11月24日（木）
抄録本文は、視聴サイトで閲覧可能です。

④総会テーマ

公衆衛生イノベーション

―原点確認、変革推進―

⑤総会 HP

http://jsph81.umin.jp

⑥事務局

実行委員会事務局・学術部会事務局
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座内
第81回日本公衆衛生学会総会 運営事務局
株式会社コンベンションアカデミア内
〒113−0033 東京都文京区本郷3−35−3 本郷 UC ビル4F
TEL：03−5805−5261 FAX：03−3868−2113
Email：jsph81@coac.co.jp

4

関連・付随行事
行

事

名

関連行事
日本公衆衛生学会代議員会

月

日

日

程

時

会

間

場

2022年10月6日（木） 13:30〜14:30 YCC 県民文化ホール 小ホール

日本公衆衛生雑誌拡大編集委員会 2022年10月7日（金） 12:00〜13:00 YCC 県民文化ホール 会議室
公衆衛生モニタリング・レポート拡大委員会 2022年10月8日（土） 12:15〜13:15 YCC 県民文化ホール 小ホール
令和4年度感染症事例のリスクア
山梨県立図書館 イベントスペース
2022年10月9日（日） 13:30〜17:30
スクメント研修会
多目的ホール
保健師職能研修会

2022年10月8日（土） 18:00〜20:00 山梨県立図書館 イベントスペース

地方衛生研究所研修フォーラム

2022年10月7日（金） 10:00〜11:30 山梨県立図書館 多目的ホール

自由集会

2022年10月7日（金） 18:00〜20:00 YCC 県民文化ホール、山梨県立図書館、山
〜8日（土）
梨県防災新館、甲府市役所

付随行事
全国衛生学公衆衛生学教育協議会総会 2022年10月6日（木） 15:00〜17:00 YCC 県民文化ホール 小ホール
全国衛生学公衆衛生学教育協議会世話人会 2022年10月6日（木） 17:00〜18:00 YCC 県民文化ホール 小ホール
全国衛生部長会
総会
全国保健所長会
第79回総会
地方衛生研究所全国協議会
第73回総会

2022年10月6日（木） 13:00〜15:00 恩賜林記念館 大会議室 （ハイブリッド開催）
2022年10月6日（木） 13:20〜17:00 アピオ甲府（ハイブリッド開催）
2022年10月6日（木） 13:30〜

WEB 開催

5

運営組織体制
役員
名 誉 学 会 長
名 誉 顧 問
学
会
長

長
樋
山

崎
口
縣

幸太郎
雄 一
然太朗

副 学 会

長

顧
監

問
事

手 塚
成 島
久保田
島 田
村 松
望 月

司
春
幸
眞
茂
正

氏

名

朗
仁
胤
路
樹
文

（2022年9月9日現在）
山梨県知事
甲府市市長
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座教授
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長
山梨県医師会会長
山梨県福祉保健部部長
甲府市福祉保健部部長
山梨大学学長
山梨県福祉保健部福祉保健総務課課長
甲府市福祉保健部福祉保健総室室長

実行委員会
委 員
長
副 委 員 長

委
員
（五十音順）
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山 縣 然太朗
手 塚 司 朗
久保田 幸 胤
成 島 春 仁
平 田 修 司
相 原 正 男
甘 利 俊 明
磯 野
賢
岩 佐
敏
内 田 裕 之
榎 本 信 幸
多 田 正 人
笠 松 豊 乗
佐 藤 悦 子
志 田 博 和
髙野 孫左ヱ門
髙 橋 英 尚
高 原
仁
田草川 憲 男
田 村 正 人
内 藤 貴 夫
内 藤 久 夫
永 井 鈴 美
中 込
博
早 川 正 幸
東 田 耕 輔
弘 田 恭 子
舩 木 直 美
三 澤 知 恵
三 森 幹 夫
宮 﨑 旨 俊
宮 田 量 次
村 松 富貴子
山 下 政 樹

所

属

山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座教授
山梨県医師会会長
甲府市福祉保健部部長
山梨県福祉保健部部長
山梨大学大学院総合研究部医学域長
子どものこころサポートプラザセンター長
一般社団法人山梨県介護福祉士会会長
一般社団法人山梨県理学療法士会会長
山梨県保健所長会会長
山梨県衛生環境研究所所長
山梨大学附属病院病院長
一般社団法人山梨県臨床検査技師会会長
公益社団法人山梨県獣医師会会長
公益社団法人山梨県看護協会会長
山梨県立精神保健福祉センター所長
社会福祉法人山梨県社会福祉協議会会長
山梨産業保健総合支援センター所長
一般社団法人山梨県民間病院協会会長
公益社団法人山梨県栄養士会会長
一般社団法人山梨県社会福祉士会会長
一般社団法人山梨県薬剤師会会長
山梨県市長会会長
一般社団法人山梨県歯科衛生士会会長
山梨県立中央病院院長
山梨県立大学理事長・学長
山梨県官公立病院等協議会会長
山梨県精神保健福祉士協会会長
山梨県町村会会長
山梨県臨床心理士会
一般社団法人山梨県歯科医師会会長
一般社団法人山梨県診療放射線技師会会長
山梨県立北病院院長
山梨県食生活改善推進員連絡協議会会長
山梨県後期高齢者医療広域連合広域連合長

氏

山
横
若

本
内
尾

名

伸 一
はるみ
哲 夫

所

属

一般社団法人山梨県作業療法士会会長
社団法人山梨県助産師会会長
山梨県中北福祉保健事務所所長

学術部会
氏
部 会
長
委
員
（五十音順）

横 道
秋 山
天 野
有 野
安 藤
飯 島
泉 宗
伊 丹
一 瀬
今 井
岩 佐
上 木
大 岡
大 船
岡
岡 本
小田和
神 崎
久 島
窪 川
古 閑
小 島
小 山
斎 藤
佐 藤
篠 原
髙 山
中 山
藤 井
藤 井
藤 巻
古 屋
古 屋
堀 内
三 宅
宮 村
宮 本
望 月
矢 崎
安 田
山 北
山 﨑
山 﨑
由 井

名

洋 司
有 佳
奥津江
久 美
大 輔
俊 美
美 恵
幸 子
礼 子
久
敏
耕一郎
忠 生
朋 美
猛
まさ子
早 苗
由 紀
萌
理 英
美奈子
令 嗣
勝 弘
由美子
悦 子
亮 次
一 郎
裕 子
まさ子
充
勤
聡
好 美
清 華
邦 夫
季 浩
和 子
宗一郎
貴 恵
貢
満 哉
さやか
洋 子
秀 樹

所

属

山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座准教授
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座助教
都留市役所福祉保健部長寿介護課長
市川三郷町立六郷小学校
山梨大学芸術身体教育コース准教授
山梨県福祉保健部医務課看護指導監
山梨県立大学看護学部教授
健康科学大学看護学部助教
公益社団法人山梨県看護協会専務理事
山梨学院大学経営学部教授
山梨県保健所長会会長
山梨大学歯科口腔外科学教授
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座特任助教
山梨県福祉保健部医務課看護担当リーダー
健康科学大学作業療法学科助教
上野原市立病院内科健診センター長
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座（出生コホート研究センター）特任助教
山梨大学医学部看護学科教授
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座（出生コホート研究センター）特任助教
健康科学大学看護学科看護学部准教授
山梨学院大学健康栄養学部教授
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座学部内講師
山梨学院大学スポーツ科学部教授
山梨県総務部職員厚生課健康管理担当課長補佐
公益社団法人山梨県看護協会会長
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座（出生コホート研究センター）特任教授
山梨大学医学部保健管理センター教授
市川三郷町役場いきいき健康課
山梨学院大学健康栄養学部管理栄養学科学部長／教授
健康科学大学看護学部教授
山梨県食肉衛生検査所所長
山梨市立牧丘病院整形外科
甲府市福祉保健部甲府市保健所所長
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座（出生コホート研究センター）特任助教
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座准教授
山梨大学医学部大学院総合研究部医学域看護学系保健学領域
山梨大学大学院総合研究部医学域・看護学系（国際交流センター（医））教授
健康科学大学看護学部公衆衛生看護学領域教授
山梨市役所健康増進課課長
山梨学院大学スポーツ科学部スポーツ科学科教授
山梨県立大学看護学部講師
健康科学大学看護学部助教
健康科学大学看護学部教授
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座特任助教
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参加される方へのお知らせ
総会 HP（http://jsph81.umin.jp）より詳細ご確認ください。

1．
第81回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。
申込期限、支払期限、発送日は、下記のとおりです。
なお、会期後にお申込をされた方は、会期後に順次発送となります。
No

1

2

3

4

参加登録方法
事前参加登録
（8,000円）

支払区分
クレジットカード
銀行振込

参加登録
［会期前］
（10,000円）

クレジットカード

参加登録
［会期中］
（10,000円）

クレジットカード

参加登録
［会期後］
（10,000円）

銀行振込

現地支払い
（現金）

支払日

8月31日（水）まで
※カード決済をお済ませください
8月31日（水）まで

9月2日（金）
15時まで

9月15日（木）17時まで
※カード決済をお済ませください
9月15日（木）
17時まで

9月20日（火）
15時まで

9月15日（木）17時以降〜来場まで
※カード決済をお済ませください
9月15日（木）
17時以降

クレジットカード

（２）当日受付
場 所：YCC 県民文化ホール
日

申込日

会期中

10月10日（月）〜
11月24日（木）正午まで

ロビー

時：10月7日（金）8:30〜17:30
10月8日（土）8:30〜17:30
10月9日（日）8:30〜11:30

（３）表彰式
本総会では、以下の通り、表彰式を開催いたします。
■優秀演題賞表彰式
日 時：10月8日（土）意見交換会にて（18:30頃〜）
会 場：山梨県防災新館 オープンスクエア
■奨励賞表彰式
日 時：10月8日（土）講演終了後（11:30頃〜）
会 場：第2会場 YCC 県民文化ホール 小ホール
（４）ランチョンセミナー整理券配布
配布場所：YCC 県民文化ホール 大ホールホワイエ
配布日時：10月7日（金）8:30〜11:00
10月8日（土）8:30〜11:00
※各日とも、セミナー当日分の整理券のみお一人1枚配布いたします。
※整理券の配布は先着順です。
※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。
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発送日
9月15日（木）より
順次発送
9月15日（木）より
順次発送
9月30日（金）より
順次発送
9月30日（金）より
順次発送
会場参加：当日配布
Web 参加：会期後の発送
会場にて受取り

順次発送

2．
座長の方へ
■ご集合時間
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．
演者の方へ
■ご集合時間
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。
■発表形式
会場に用意する PC は Windows 10、発表スライドはスクリーンへ1面映写（16:9）となります。
ご発表は、演台に設置されたキーボードおよびマウスにて演者ご自身で操作をお願いします。
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 受付
発表データの試写（確認）
必ずご発表の30分前までに PC 受付でご発表データの試写（確認）をお願いします。
PC 本体を持込みの場合も必ず PC 受付にお立ち寄りください。
日時
10月7日（金）8:30〜17:00
10月8日（土）8:30〜17:00
10月9日（日）8:30〜11:30
場所
YCC 県民文化ホール 小ホールホワイエ
山梨県立図書館1F イベントホール
PC 受付での発表データの修正作業は、準備進行の妨げになりますのでご遠慮ください。
（１）発表方法
・PC（OS Windows10）で PowerPoint を使用した発表となります。
※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。
・発表スライドはスクリーンへの1面映写となります。
・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、予めプリントアウトしたものをご持参ください。
（２）データの持ち込み方法
〈データをお持ち込みの場合〉
1）発表データは Windows の PowerPoint のみとし、USB フラッシュメモリまたは、CDR のメディアにてご持参
ください。その他のメディア（CDRW、MO、FD、ZIP 等）は対応できませんのでご注意ください。
2）ご発表用アプリケーションは以下のバージョンをご用意いたします。
Microsoft PowerPoint 2019
3）Macintosh で発表データを作成される場合は、ご自身の PC 本体をお持ち込みください。
4）フォントは OS 標準で装備されているものをご使用ください。画面レイアウトの崩れを防ぐには、下記フォ
ントのご使用をお薦めいたします。
1．推奨フォント/日本語の場合 MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
2．推奨フォント/英語の場合 Arial、Century、Century Gothic、Times New Roman
※上記以外のフォントを使用した場合、文字や段落のずれ、文字化け、文字が表示されない等のトラブルが起
こる可能性があります。
5）事前にご自身でウイルスチェックを必ず行ってください。
6）動画をご使用の場合は、PowerPoint とのリンク状態を保つ為、動画ファイルも同じフォルダに保存してくだ
さい。ファイル形式は、Windows Media Player で動作するファイル形式でご用意ください。
7）動画および音声をご使用の場合は、ご自身の PC 本体をお持ち込みください。
8）発表者ツールは使用できません。
9）お預かりした発表データは、総会終了後に事務局で完全消去いたします。

9

（３）PC 本体をお持ち込みになる場合
1）PC 本体お持ち込みの方は、PC 受付でのデータ確認終了後、発表会場のオペレーター卓（会場内左手前方）
までご自身で PC 本体をお持ちください。なお、OS は Windows、Macintosh（OS 10以上）のどちらも使用可
能です。
2）PC 本体をお持ち込みの場合もバックアップとして USB フラッシュメモリまたは、CDR のメディアにてデー
タをご持参ください（容量：CDR 1枚以内、DVD は不可）。
3）PC 本体をお持ち込みの場合は、外部ディスプレイ出力が可能であることを必ずご確認ください。
4）バッテリー切れを防ぐため電源アダプターをご持参ください。再起動することがありますのでパスワード入
力は不要と設定してください。
5）映像出力端子が MiniDsub15Pin、もしくは HDMI でないものは、接続アダプターをご持参ください。
6）スクリーンセーバー、省電力設定については、予めオフに設定してください。
7）お預かりした PC 本体は発表終了後、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。
8）発表者ツールは使用できません。

4．
座長・演者のみなさまへ
・総会 HP ホームページ「座長・演者へのご案内」欄をご確認いただきますようお願いいたします。
（http://jsph81.umin.jp）

5．
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。
8）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。
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6．
「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。
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/

■スライド開示例
発表者の COI の開示について
日本公衆衛生学会
COI 開示

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

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。

演題発表に関連し，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．
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。
スペースに限りがございますので、荷物が収容数を超えた場合には、別の場所のご案内や、お預りをお断りする
ことがございます。予めご了承ください。
なお、山梨県立図書館、山梨県防災新館にクロークはございませんのでご注意ください。
場

所：YCC 県民文化ホール

小ホールホワイエ

日

時：10月7日（金）8:30〜20:15
10月8日（土）8:30〜20:15
10月9日（日）8:30〜12:30

8．
託児について
YCC 県民文化ホールに託児所を設けております。第81回日本公衆衛生学会総会 HP で詳細をご確認ください。

9．
昼食について
ランチョンセミナーで配布するお弁当数には限りがございますので、YCC 県民文化ホールで販売される軽食や
会場から徒歩圏内の飲食店も併せてご利用ください。
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10．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版をご利用ください。
会場内では携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。

11．取得単位について

○日本公衆衛生学会認定専門家について
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。
○社会医学系・指導医取得単位について
＊1回の学会参加にて申請できる K 単位取得は上限がございますので、ご注意ください。
（上限）共通講習：3単位、選択講習：3単位、指導医講習会：1単位
＊受講対象：社会医学系専門医制度専門医および指導医（専攻医も受講可）
＊第81回日本公衆衛生学会総会に限ります。事前に学会参加申込を行ってください。
指導医講習会：K 単位
日

時

2022年10月7日（金） 18:00〜19:00

会

場

YCC 県民文化ホール小ホール

講習単位

1単位

取得方法

会場、会期後オンデマンド配信いずれも可

申請方法

〈会場で聴講される方〉
会場入口で会場係員が「受講確認票」をお渡しします。
社会医学系専門医登録番号、連絡先（電話番号・メールアドレス）等をご記入いただき、会場退
出時に、会場係員に「受講確認票」を提出してください。引き換えに受講証をお渡しします。
〈会期後オンデマンド配信で受講される方〉
受講レポートを Word で作成の上、更新申請にご利用ください。

注意事項

※事前参加登録は行いませんが、感染拡大の状況に応じて入場者数を制限させていただく場合が
ございます。あらかじめご了承ください。

共通講習： K 単位
対象セッション
および講習単位

教育講演1［1単位］ [感染症]
メインシンポジウム1［1単位］ [感染症]
メインシンポジウム4［1単位］ [倫理]
感染症リスクアセスメント研修会［1単位］ [感染症]

取

得 方

法

会場、LIVE 配信、会期後オンデマンド配信いずれも可
※感染症リスクアセスメント講習会は会場のみ

申

請 方

法

〈会場で聴講される方〉
会場入口で会場係員が「受講確認票」をお渡しします。
社会医学系専門医登録番号、連絡先（電話番号・メールアドレス）等をご記入いただき、
会場退出時に、会場係員に「受講確認票」を提出してください。引き換えに受講証をお渡
しします。
〈LIVE 配信、会期後オンデマンド配信で受講される方〉
受講レポートを Word で作成の上、更新申請にご利用ください。

選択講習： K 単位
対象セッション
および講習単位

学会長講演［1単位］
他、調整中

取

得 方

法

会場、LIVE 配信、会期後オンデマンド配信いずれも可

申

請 方

法

〈会場で聴講される方〉
会場退出時に、会場係員が「受講証明書」をお渡しいたします。
社会医学系専門医登録番号、氏名をご記入ください。
〈LIVE 配信、会期後オンデマンド配信で受講される方〉
受講レポートを Word で作成の上、更新申請にご利用ください。
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○受講レポート用紙ダウンロード（Word ）ボタン
1．
「タイトル」の箇所は、実際に視聴した映像のタイトルを記入してください。
（例：メインシンポジウム1など）
その下に、学習した内容を要約する形でレポートを記入してください。
なお、1学術大会で獲得できる単位数は、選択受講項目は上限3単位まで、指導医講習会は上限1単位までと
なっています。
2 ．第81回日本公衆衛生学会総会オンデマンド配信では視聴ログを記録していません。証拠書類として、第81
回日本公衆衛生学会総会の参加証の写しを添えて、更新などの申請時に提出してください。
3 ．本レポートは、1科目につき1ページで提出してください。
4 ．本レポートは、更新などの申請時に、必要な科目分のレポートをまとめて提出していただきます。
5 ．本レポートは、委員会にて、無作為に抽出して評価し、再視聴およびレポートの再提出を求める場合があ
ります。
社会医学系 専門医・指導医：G 単位
社会医学系の専門医・指導医の更新要件として、学会総会への参加は、
でない場合1単位）となります。

学会の場合、G 単位2単位（

学会

更新申請時、参加証の控えを添えて提出ください。なお、参加証の再発行は行っておりません。
詳しくは、下記をご覧ください。
・指導医の更新要件
http://shakaisenmoni.umin.j p/specialist/specialist03/
・専門医の更新要件（ページの下の方をご覧ください）
http://shakaisenmoni.umin.j p/specialist/specialist02/

12．オンライン抄録集について

オンライン抄録集閲覧パスワード：jsph81yamanashi
本総会 HP（http://jsph81.umin.jp）よりご覧ください。
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会場への交通案内図
会場周辺地図

山梨県立図書館

山梨県防災新館

YCC県民文化ホール
(山梨県立県民文化ホール)

「県民文化ホール北」交差点

甲府市役所

甲府駅シャトルバス乗り場

武田信玄公像

甲府市観光案内所

シャトルバス乗り場
※当日は、乗り場に誘導スタッフがおります。
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◆時刻表：第1日目 10月7日（金）
／第2日目
【運 行 時 間】甲府駅南口発
【所要時間目安】甲府駅南口
甲府駅南口発
8時

⇒

10

8：10〜19：45／YCC 県民文化ホール発

8：30〜20：15

⇔ YCC 県民文化ホール：10分

YCC 県民文化ホール着
20

10月8日（土）

30

40

YCC 県民文化ホール発
50

⇒

30

45

9時

0

15

30

45

9時

0

15

30

45

10時

0

15

30

45

10時

0

15

30

45

11時

0

15

30

45

11時

0

15

30

45

12時

0

15

30

45

12時

0

15

30

45

13時

0

15

30

45

13時

0

15

30

45

14時

0

15

30

45

14時

0

15

30

45

15時

0

15

30

45

15時

0

15

30

45

16時

0

15

30

45

16時

0

15

30

45

17時

0

15

30

45

17時

0

10

20

30

40

50

18時

0

15

30

45

18時

0

10

20

30

40

50

19時

0

15

30

45

19時

0

15

20時

0

15

20時

8時

甲府駅南口着

30

45

◆時刻表：第3日目 10月9日（日）
【運 行 時 間】甲府駅南口発
【所要時間目安】甲府駅南口
甲府駅南口発
8時

⇒

10

8：10〜12：15／YCC 県民文化ホール発
⇔ YCC 県民文化ホール：10分

YCC 県民文化ホール着
20

8：30〜12：30

30

40

YCC 県民文化ホール発
50

8時

⇒

甲府駅南口着
30

45

9時

0

15

30

45

9時

0

15

30

45

10時

0

15

30

45

10時

0

15

30

45

11時

0

15

30

45

11時

0

15

30

45

12時

0

15

12時

0

15

30

15

会場までの交通アクセス

本

本

本

本

本
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本

会場案内図

休憩室
レストラン

第6会場
第7会場
第5会場

第8会場

第4会場

17

第9会場

住血吸虫企画スペース
交流ルーム102

交流ルーム101

第10会場
交流ルーム201

18

第11会場

甲府市役所市民プラザ 会場配置図

自由集会
市民活動室

19

お

※2022年8月12日時点の情報です。最新情報は総会ホームページをご確認ください。

13:00

14:00
40

15:00

16:00

17:00

18:00

20:00 21:00

40 50

特別講演3
新型コロナ
これまでとこれから
座長：中村好一
演者：尾身 茂

40 50
50
特別講演4
メインシンポジウム1
人口減少社会のデザイン
新型コロナウイルス感染症の実像と対策
―AI を活用した未来シ
〜ウィズ･コロナと
ミュレーションを視野に
ポスト･コロナの公衆衛生〜(仮）
座長：今中雄一
座長：前田秀雄､中島一敏
演者：広井良典
10 20
30
シンポジウム2
シンポジウム1
母と子のいのちと
住民と社会の健康を
健康を守る､日本から
志向するデータリンケージ
ー課題とその解決に向けて
世界へ､世界から日本へ！
座長：中村安秀､堀内清華
座長：田宮菜奈子､近藤尚己
30

19:00

優秀演題賞選考会

50
一般演題口演
第2分科会

上映会「終わりの見えない闘い
-新型コロナウイルス感染症と保健所-」

指導医講習会

特別企画２
「地方病」制圧の
歴史と記憶―20世紀、
山梨県甲府盆地の
経験をめぐって
座長：飯島 渉
30

30

一般演題口演
第21分科会

自由集会1
代表世話人：戸張裕子

一般演題口演
第22分科会

自由集会2
代表世話人：高橋千春

一般演題口演
第10分科会1

一般演題口演
第10分科会2

自由集会3
代表世話人：柴喜崇

一般演題口演
第17分科会1

一般演題口演
第17分科会2

一般演題口演
第7分科会1

一般演題口演
第7分科会2

40
一般演題口演
第18､19分科会

自由集会4
代表世話人：篠田邦彦

自由集会5
代表世話人：磯部澄枝
20

40
自由集会6
代表世話人：橘とも子

15

45
自由集会7
代表世話人：加藤誠也
30

30
自由集会８
代表世話人：城川美佳

ポスター 貼付・閲覧
井戸端会議
企業展示・書籍
特別展示「原点確認、変革推進」・一般展示
自由集会９
代表世話人：嶋村清志
自由集会10
代表世話人：村嶋幸代
自由集会11
代表世話人：大久保一郎
自由集会12
代表世話人：福田英輝
自由集会13
代表世話人：山縣然太朗
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第２日目：10月８日（土）
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

50

第１会場
大ホール
(1F)

Ｙ

第２会場

Ｃ

小ホール
(1F)

Ｃ

第３会場

県

会議室
(3F)

民

第４会場

文

練習室1（小）
(3F)

化

第５会場

ホ

練習室2（大）
(3F)

ー

第６会場

ル

練習室3（小)
(3F)

第７会場
練習室4（小）
(3F)

50
教育講演1
我が国におけるワクチン
政策とCOVID-19
座長：多屋馨子
演者：岡部信彦
25 30

メインシンポジウム2
国民健康づくり運動の成果と
課題、次期計画のあり方
座長：辻 一郎、山縣然太朗

10 15
シンポジウム4
シンポジウム5
健康危機管理、危機事態対応で
地域包括ケアシステムにおける
繰り返される課題への対策
薬剤師のあり方
−コロナ禍に学ぶ現場への提言−
座長：川崎直人、多根井重晴
座長：古屋好美、中瀨克己
45
50 55
シンポジウム7
睡眠と健康 2022：
小児の睡眠に焦点をあてて
座長：谷川 武､兼板佳孝

シンポジウム8
これからの子宮頸がん
対策〜HPVワクチン
接種勧奨再開〜
座長：中山富雄､伊藤ゆり

13:00

1015
10
15
公衆衛生
モニタリング・
レポート
拡大委員会

奨励賞
受賞講演
40

シンポジウム9
がん登録情報の利用に
よる公益と個人情報
保護のバランス
座長：猿木信裕､祖父江友孝

一般演題口演
第15分科会

一般演題口演
第14分科会1

一般演題口演
第14分科会2

一般演題口演
第24分科会1

一般演題口演
第24分科会2

一般演題口演
第24分科会3

一般演題口演
第3分科会1

一般演題口演
第3分科会2

一般演題口演
第3分科会3

一般演題口演
第12分科会1

一般演題口演
第12分科会2

一般演題口演
第12分科会3

ランチョンセミナー3
野村ヘルスケア･サポート
＆アドバイザリー株式会社

15

第８会場
国際参加賞受賞者講演

練習室5（大）
(3F)
30

山梨県立図書館

第９会場
イベントスペース
(1F)

第10会場
多目的ホール
(2F)

15

シンポジウム13
地域における
新たな栄養政策の
推進に向けて
座長：澁谷いづみ､新田和美

ランチョンセミナー4
一般社団法人
日本ワクチン産業協会

シンポジウム18
ニーズに対応する
e-mental healthツールの
開発と浸透方策
座長：堤 明純､野村恭子

教育講演4
都市の歩行促進要因を
踏まえた健康まちづくり(仮)
座長：近藤克則
演者：樋野公宏

ランチョンセミナー5
公益社団法人
地域医療振興協会

防災

新館

第11会場

ＹＣＣ県民文化ホール 山梨県立図書館

オープンスクエア(1F)

ポスター会場
大ホールホワイエ(３Ｆ)

ポスター 貼付・閲覧

休憩室

レストラン(1F)

企業展示・書籍

企業展示・書籍

一般展示

特別展示「原点確認、変革推進」・一般展示

大ホールホワイエ(１Ｆ)
リハーサル室展示会場(３Ｆ)

交流ルーム101
(1F)

交流ルーム102
(1F)

交流ルーム201
(2F)

22

2025
20
25
シンポジウム12
これでいい⁉
若手公衆衛生医師の
キャリアと育て方
座長：町田宗仁､吉田穂波

日本住血吸虫企画

井谷

修

※2022年8月12日時点の情報です。最新情報は総会ホームページをご確認ください。

13:00

14:00

15:00

16:00

30

17:00

18:00

19:00

20:00 21:00

30

感染症リスクアセスメント研修会

25

自由集会の日程
お申し込み・お問い合わせはホームページ・各代表世話人へご連絡ください。

10月7日（金）18:30〜19:30
番
号

集会名

1

第4回 保健医療福祉専門職
としての薬剤師活動を考える
会

YCC 県民文化ホール
第4会場

20

戸張裕子

TEL 0426765152
tobari@toyaku.ac.jp

2

公衆衛生医師の集い

YCC 県民文化ホール
第5会場

50

高橋千春

TEL 0354322441
Takahashi267@mb.city.setagaya.tokyo.jp

会場

人
数

世話人

連絡先

10月7日（金）18:00〜20:00
番
号

集会名

3

市区町村健康増進計画のアク
ションリサーチ的策定と展開

YCC 県民文化ホール
第6会場

30

柴喜崇

TEL 0245815503
yshiba@fmu.ac.jp

5

ウィズコロナにおける公衆栄
養活動を考える

YCC 県民文化ホール
第8会場

50

磯部澄枝

TEL 0257728137
isobe.sumie@pref.niigata.lg.jp

環境水中の新型コロナウイル
11 ス調査で得られた知見と今後
の展望

防災新館
交流室 B

40

大久保一郎

事務局：国立感染症研究所
吉田 弘
TEL 0453708460
hyoshida@niid.go.jp

公衆衛生における歯科保健を
12 考える〜ウィズコロナ時代の
歯科保健〜

防災新館
交流室 C

40

福田英輝

TEL 0484586208
fukuda.h.aa@niph.go.jp

会場

人
数

世話人

連絡先

10月7日（金）18:00〜19:00
番
号

集会名

4

健康づくりと運動

会場
YCC 県民文化ホール
第7会場

人
数
30

世話人

連絡先
TEL 0252632550
shinokuma60@gmail.com

篠田邦彦

10月7日（金）18:20〜19:40
番
号

集会名

6

公衆衛生のデジタルトランス
フォーメーション

会場
山梨県立図書館
第9会場

人
数
100

世話人

連絡先
TEL 08050696588
tachibana.t.aa@niph.go.jp

橘とも子

10月7日（金）18:15〜19:45

26

番
号

集会名

7

結核の集団発生の対策に関す
る自由集会

山梨県立図書館
第10会場

100

加藤誠也

TEL 0424935711
nagata@jata.or.jp

9

全国衛生行政研究会セミナー
「新型コロナウイルス感染症
の流行と保健所での対応を振
り返る」

山梨県立図書館
交流ルーム101

40

嶋村清志

TEL 0749656660
shimamurakiyoshi@pref.shiga.lg.jp

会場

人
数

世話人

連絡先

10月7日（金）18:30〜19:30
番
号

集会名

8

CovID-19パ ン デ ミ ッ ク 対
応の課題と工夫を共有しよう

防災新館
第11会場

50

城川美佳

TEL 0468282752
kigawac5s@kuhs.ac.jp

これからの保健師活動と DX
10 （デジタル・トランスフォー
メーション）

防災新館
交流室 A

40

村嶋幸代

TEL 0975864300
murashima@oitanhs.ac.jp

会場

人
数

世話人

連絡先

10月7日（金）18:00〜19:30
番
号

集会名

〜知ろう・語ろう・取り組も
う〜
一 歩 先 行 く 健 や か 親 子２１
13 （第2次）第8回 最 終 評 価
を迎える健やか親子２１と今後
の母子保健について考え よ
う！

会場

甲府市役所
市民活動室

人
数

40

世話人

連絡先

TEL 0552739566
zenymgt@yamanashi.ac.jp

山縣然太朗

10月8日（土）18:10〜19:50
番
号

集会名

第８次地域医療計画と「感染
14 症」 〜続・新型コロナの教
訓をどう活かすか？

会場
YCC 県民文化ホール
第2会場

人
数
100

世話人

連絡先
TEL 0355743900
kwadasgy@umin.ac.jp

和田耕治

10月8日（土）18:00〜20:00
番
号

集会名

会場

人
数

世話人

連絡先

第13回公衆衛生・公衆栄養
15 分野における管理栄養士活動
を考える会

YCC 県民文化ホール
第3会場

70

由田克士

TEL 0666052867
yoshita@omu.ac.jp

16 今後のサーベイランス戦略を
考える会

YCC 県民文化ホール
第4会場

30

鈴木仁一

TEL 0427698348
sruri63941@gmail.com

17 公衆衛生に国境はない

YCC 県民文化ホール
第5会場

50

大西眞由美

TEL 0958197943
mohnishi@nagasakiu.ac.jp

ドキュメンタリ−映画「〜終
20 わりの見えない闘い〜」を語
りあう集い

YCC 県民文化ホール
第8会場

50

城所敏英

TEL 0362738542
hivtesta@ever.ocn.ne.jp

災害・新型コロナウィルス感
染症対策から今後の新たな公
衆衛生活動を考える
22
〜災害・新型コロナだけじゃ
ない！保健所業務のリノベー
ション〜

山梨県立図書館
交流ルーム101

40

渡會睦子

TEL 09022720122
mwatarai@thcu.ac.jp

27

自由集会の日程
お申し込み・お問い合わせはホームページ・各代表世話人へご連絡ください。

10月8日（土）18:30〜19:30
番
号

集会名

会場

人
数

世話人

連絡先

YCC 県民文化ホール
第6会場

30

桂敏樹

TEL 0757514154
hosokawa.rikuya.4r@kyotou.ac.jp

第8回 法医公衆衛生学研究
会

YCC 県民文化ホール
第7会場

30

山本秀樹

TEL 0339641211
hidekiy@med.teikyou.ac.jp

SDGs の視座による新たな
21 倫理教育プログラムの検討

YCC 県民文化ホール
レストラン

50

宮武伸行

TEL 0878912465
miyatake.nobuyuki@kagawau.ac.jp

18 男性保健師の会
19

10月8日（土）18:10〜19:40
番
号

集会名

23 へき地保健師のつどい

28

会場
山梨県立図書館
交流ルーム201

人
数
20

世話人
中村好一

連絡先
運営：NPO 法人へき地保健師協会
TEL 0285587879
hekichihokenshi@gmail.com

プログラム
学会長講演

10月7日（金）

10:40〜11:20

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

研究は住民にはじまり住民におわる
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：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、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）
特別講演1

10月7日（金）

9:30〜10:00

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

山梨県の新型コロナ対策−山梨グリーンゾーン構想−（仮）
座長：島田 眞路（国立大学法人山梨大学学長）
演者：長崎幸太郎（山梨県知事）
特別講演2

10月7日（金）

10:05〜10:35

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

欧州で鍛えられる白ワイン（甲州）
座長：篠原
演者：三澤

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）
茂計（中央葡萄酒株式会社代表取締役社長）

特別講演3

10月7日（金）

新型コロナ
座長：中村
演者：尾身

13:40〜14:40

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

これまでとこれから
好一（自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門）
茂（公益財団法人結核予防会）

特別講演4

10月7日（金）

14:50〜15:40

人口減少社会のデザイン
座長：今中
演者：広井

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

――AI を活用した未来シミュレーションを視野に

雄一（京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
良典（京都大学人と社会の未来研究院）

教育講演1

10月8日（土）

11:00〜11:50

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

我が国におけるワクチン政策と COVID-19
座長：多屋
演者：岡部

馨子（神奈川県衛生研究所）
信彦（川崎市健康安全研究所）

教育講演2

10月8日（土）

14:00〜14:50

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

川崎病との40年
座長：坂田
演者：中村

清美（岩手医科大学）
好一（自治医科大学公衆衛生学教室）

29

身体活動を促す都市計画･まちづくり

井谷

修（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の疫学的・ウイルス学的特徴と対策の課題
新型コロナウイルス感染症の中期および長期のリスク分析

「健やか親子２１（第２次）
」から成育医療等基本方針へ：成果と課題

メインシンポジウム3

10月8日（土）

13:20〜15:10

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

公衆衛生イノベーション −原点確認、変革推進−
座長：平野かよ子（宮崎県立看護大学）
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、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）
演者：保健師の原点：住民とともにつくる未来〜通いの場「いーばしょ」事業の取り組み
天野奥津江（都留市長寿介護課地域包括支援センター）
市町村と県の保健師が一緒に取り組む子育て支援
〜市町村と連携した産前産後ケアセンターの取り組み〜
守屋 法子（元山梨県保健師）
多機関多職種で取り組む食育支援〜生活困窮家庭の子どもへの支援〜
藤田 恭子（埼玉県上尾市健康福祉部高齢介護課）
COVID19とデータ活用の現状と課題
関
治之（一般社団法人コード・フォー・ジャパン）
メインシンポジウム4

10月8日（土）

15:15〜16:45

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

公衆衛生倫理について考える
座長：武藤 香織（東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター公共政策研究分野）
内藤真理子（広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学）
演者：井上

悠輔（東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター公共政策研究分野）

磯部

哲（慶應義塾大学大学院法務研究科）

鈴木

基（国立感染症研究所感染症疫学センター）

シンポジウム1

10月7日（金）

15:00〜16:10

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

母と子のいのちと健康を守る、日本から世界へ、世界から日本へ！
座長：中村 安秀（日本 WHO 協会、国立看護大学校）
堀内 清華（山梨大学大学院附属出生コホート研究センター）
演者：母子保健の学びは国境を越えて：歴史空間的視座への誘い
中村 安秀（日本 WHO 協会、国立国際医療研究センター・国立看護大学校）
母と子の健康をまもる縦横の多分野・多職種連携・協働による社会的包摂
大西眞由美（長崎大学生命医科学域（保健学系））
ラオスにおける新型コロナをチャンスに捉えた地域保健活動の全国展開
窪田 祥吾（世界保健機関ラオス国事務所）
タンザニアにおける電子母子手帳×ソーシャルメディア"Taarifa za Mama"の開発
新福 洋子（広島大学大学院医系科学研究科国際保健看護学）

32

シンポジウム2

10月7日（金）

16:20〜17:30

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

住民と社会の健康を志向するデータリンケージ−課題とその解決に向けて
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）
近藤 尚己（京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）
演者：高齢者領域におけるデータ結合による DX の可能性と課題
近藤 克則（千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門、国立長寿医療研究センター老年学
評価研究部老年学・社会科学研究センター）
自治体と連携した乳幼児健診、学校健診情報由来のデータベースの構築とその活用
川上 浩司（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康解析学講座）
介護 DB の利活用と今後の展望
藤井 麻耶（厚生労働省老健局老人保健課介護保険データ分析室）
神戸市における公的データリンケージと活用例
三木 竜介（神戸市健康局健康企画課、株式会社リンクアンドコミュニケーション）
シンポジウム3

10月8日（土）

16:50〜18:00

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

健康危機管理とは？富士山噴火史を踏まえた広域災害への対応
座長：内田 勝彦（大分県東部保健所）
奥田 博子（国立保健医療科学院）
演者：火山噴火の健康影響と富士山における噴火対策の現状
石峯 康浩（山梨県富士山科学研究所富士山火山防災研究センター）
富士山噴火における山梨県の地域保健の役割を考える
古屋 好美（甲府市福祉保健部（甲府市保健所））
熊本地震の検証等を踏まえた災害時保健医療福祉活動の広域災害対応への取り組みと課題
服部希世子（熊本県人吉保健所）
火山災害対策の課題と展望：オールハザード・アプローチの視点から
冨尾
淳（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
シンポジウム4

10月8日（土）

9:00〜10:10

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

健康危機管理、危機事態対応で繰り返される課題への対策−コロナ禍に学ぶ現場への提言−
座長：古屋 好美（甲府市福祉保健部（甲府市保健所））
中瀨 克己（吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科）
演者：インシデント・コマンド・システム（ICS）の Covid-19対応への導入について
西塚
至（墨田区保健所）
健康危機のレジリエンス強化に向けて（厚労省コロナ本部地域支援班の経験から）
寺谷 俊康（厚生労働省）
COVID-19事例の疫学調査支援を中心とした国立感染症研究所の対応
砂川 富正（国立感染症研究所実地疫学研究センター）
新型コロナウイルスパンデミック等の危機管理における法制度の課題
坂元
昇（川崎市立看護大学）
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シンポジウム5

10月8日（土）

10:15〜11:25

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

地域包括ケアシステムにおける薬剤師のあり方
座長：川崎 直人（近畿大学薬学部公衆衛生学、近畿大学アンチエイジングセンター）
多根井重晴（日本薬科大学社会薬学分野）
演者：改正された薬事法令の制度面から見た薬局・薬剤師への期待
小林 基夫（山梨県福祉保健部衛生薬務課）
山梨県における薬学生受け入れの現状
仲澤きよ美（
（株）ファーマみらい共創未来若尾薬局）
薬学生が公衆衛生を学ぶ機会について
戸張 裕子（東京薬科大学薬学部薬学実務実習教育センター、筑波大学ヘルスサービス開発研究セ
ンター）
検体測定による生活習慣への介入効果の検証
藤山 裕児（杏林堂薬局静岡松富店）
シンポジウム6

10月8日（土）

14:40〜15:50

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

災害等の保健医療福祉マネジメントの進め方
座長：尾島 俊之（浜松医科大学健康社会医学講座）
原岡 智子（松本看護大学看護学部看護学科公衆衛生看護学領域）
演者：災害時のマネジメントの基本的な考え方
冨尾
淳（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
避難所・在宅者等の支援
相馬 幸恵（新潟県三条地域振興局健康福祉環境部（三条保健所））
福祉・NPO 等や危機管理部門との連携
池田 和功（和歌山県湯浅保健所）
コロナ対応からみた災害マネジメント
藤内 修二（大分県福祉保健部）
シンポジウム7

10月8日（土）

9:00〜9:50

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

睡眠と健康2022：小児の睡眠に焦点をあてて
座長：谷川
武（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
兼板 佳孝（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
演者：子どもの睡眠：日本の現状と世界の動向
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、ハーバード大学医学部マサチュー
セッツ総合病院救急診療部）
児童生徒の睡眠問題と不登校
駒田 陽子（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院）
小児の睡眠と健康：疫学調査を踏まえて
和田 裕雄（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
小児の睡眠と健康：行政の立場から
瀧川 久輝（前江東区教育委員会事務局学務課）
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シンポジウム8

10月8日（土）

9:55〜10:45

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

これからの子宮頸がん対策〜HPV ワクチン接種勧奨再開〜
座長：中山 富雄（国立がん研究センターがん対策研究所）
伊藤 ゆり（大阪医科薬科大学医学研究支援センター医療統計室）
演者：全国自治体調査〜HPV ワクチン積極的接種勧奨再開を受けて〜
片山佳代子（国立大学法人群馬大学情報学部、神奈川県立がんセンター臨床研究所がん教育ユニッ
ト）
これですべてが解決されたのか？〜これからの子宮頸がん対策に求められること〜
上田
豊（大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）
HPV ワクチン接種とその後の対応
牛田 享宏
（愛知医科大学病院疼痛緩和外科・いたみセンター、愛知医科大学医学部疼痛医学講座）
大阪市における子宮頸がん検診・HPV ワクチン接種勧奨への取り組み
岡田めぐみ（大阪市健康局健康推進部）
シンポジウム9

10月8日（土）

10:50〜11:40

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

がん登録情報の利用による公益と個人情報保護のバランス
座長：猿木 信裕（群馬県衛生環境研究所、群馬県立がんセンター、日本がん登録協議会）
祖父江友孝（大阪大学、国立がん研究センター）
演者：がん登録情報を利用して得られる公益を考える 〜青森県の事例から〜
松坂 方士（弘前大学医学部附属病院医療情報部）
がん登録情報の国際機関との共同利用
大木いずみ（埼玉県立大学健康開発学科）
疫学研究におけるがん登録情報の利用
伊藤 秀美（愛知県がんセンターがん情報・対策研究分野）
個人情報保護の立場からのがん登録データ利用
石井夏生利（中央大学国際情報学部）
シンポジウム10

10月8日（土）

16:00〜16:50

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

「生涯を通して、必要な時に必要なワクチンが接種できる仕組み」の重要性
座長：角野

文彦（滋賀県健康医療福祉部）

演者：Life-course Immunization について（新型コロナの話題も含めて）
岡部 信彦（川崎市健康安全研究所）
思春期・青年期のワクチン
中山久仁子（医療法人メファ仁愛会マイファミリークリニック蒲郡）
現役ミドル世代のワクチン（MR ワクチン）
多屋 馨子（神奈川県衛生研究所）
シニア世代のワクチン 肺炎球菌ワクチン
鈴木 智之（滋賀県健康医療福祉部感染症対策課）
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シンポジウム11

10月8日（土）

16:55〜17:45

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

地域包括ケアと災害保健医療福祉対策：多職種連携から多領域連携へ
座長：松本 良二（千葉県香取保健所）
石田久美子（茨城県竜ケ崎保健所）
演者：地域包括ケアと災害医療対策：保健所の調整機能の重要性
松本 良二（千葉県香取保健所、植草学園大学）
実効性ある多職種連携を実現するための技術を考える
石井美恵子（国際医療福祉大学大学院災害医療分野）
災害社会学の視点の必然性：発災前から復興まで
金菱
清（関西学院大学社会学部）
誰一人取り残さない防災を実現するための4つの原則
立木 茂雄（同志社大学社会学部）
シンポジウム12

10月8日（土）

9:30〜10:20

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

これでいい⁉若手公衆衛生医師のキャリアと育て方
座長：町田 宗仁（国立保健医療科学院）
吉田 穂波（神奈川県立保健福祉大学）
演者：行政機関の医師が持つべき専門性・スペシャルティの育成方法の模索
宮園 将哉（大阪府健康医療部）
職員育成に理解のある職場環境
武智 浩之（群馬県利根沼田保健福祉事務所、吾妻保健福祉事務所）
臨床医から社会医学系専門医へ−行政7年目で見えてきた新しい世界、新しい自分
平本 恵子（広島市南区役所厚生部（広島市南保健センター））
これからの国としての確保、育成施策について
高橋 宗康（厚生労働省健康局健康課）
シンポジウム13

10月8日（土）

10:25〜11:15

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

地域における新たな栄養政策の推進に向けて
座長：澁谷いづみ（愛知県瀬戸保健所）
新田 和美（福井県福井健康福祉センター）
演者：新たな課題に対応した栄養政策の推進
齋藤 陽子（厚生労働省健康局健康課栄養指導室）
地域における栄養政策の企画・立案の現状と課題〜調査結果から〜
辻井 博美（静岡県西部健康福祉センター（西部保健所））
行政栄養士に求められるスキルの提案〜将来的な視点〜
磯部 澄枝（新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部（南魚沼保健所））
行政栄養士に求められるスキルを発揮した事例
諸岡
歩（兵庫県保健医療部健康増進課）
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兵庫県の事例から

シンポジウム14

10月8日（土）

13:15〜14:25

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

父親支援の現状と今後の社会実装に向けて
座長：可知 悠子（北里大学医学部公衆衛生学単位）
竹原 健二（国立成育医療研究センター研究所政策科学研究部）
演者：日本の父親の健康状態および育児への関わりに関する一連の分析
加藤 承彦（国立研究開発法人国立成育医療研究センター社会医学研究部）
自治体における父親支援事業の具体的な事例
小崎 恭弘（大阪教育大学健康安全教育系教育学部教員養成課程家政教育部門）
父親を主な対象とする育児支援事業の事例紹介
高木 悦子（帝京科学大学医療科学部看護学科）
シンポジウム15

10月8日（土）

14:30〜15:40

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

「健康づくりのための身体活動ガイドライン」のファクトとエビデンス
座長：井上
小野

茂（東京医科大学公衆衛生学分野）
玲（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所）

演者：世界と日本における身体活動ガイドライン：変遷とエビデンス
澤田
亨（早稲田大学スポーツ科学学術院スポーツ疫学研究室）
新たな身体活動ガイドラインの視座：座位行動
岡 浩一朗（早稲田大学スポーツ科学学術院）
新たな身体活動ガイドラインの視座：身体活動支援環境
井上
茂（東京医科大学公衆衛生学分野）
新たな身体活動ガイドラインのターゲット：慢性疾患を有する人たち
小熊 祐子（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・大学院健康マネジメント研究科）
シンポジウム16

10月8日（土）

15:45〜16:55

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

親子保健・学校保健における COVID-19の影響
座長：鈴木

孝太（愛知医科大学医学部衛生学講座）

演者：コロナ禍における子どもの生活習慣病予防
関根 道和（富山大学）
養護教諭の立場から〜子どもへの影響と今後の学校保健活動のあり方〜
内山 有子（東洋大学ライフデザイン学部健康スポーツ学科）
保健行政の立場から 〜COVID-19アウトブレイク下で地域母子保健を守る
福永 一郎（高知県安芸福祉保健所）
保護者の立場からみたこどもへの新型コロナ対策
可知 悠子（北里大学医学部公衆衛生学）
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地域が連携し行う「子どもたちの人生を豊かに育む教育」
紙芝居で伝える「生きるための心を伝える教育」の効果
人生を豊かに育むために 〜地域で取り組む「生きる力を育む生（性）教育」〜
児童福祉と子どもの「成長発達権」
−法解釈・立法政策の見地から−

シンポジウム20

10月8日（土）

14:30〜15:40

第10会場（山梨県立図書館

多目的ホール）

「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の10年間の進捗状況
座長：大島 克郎（日本歯科大学東京短期大学）
芝田登美子（三重県鈴鹿保健所）
演者：う蝕有病状況の動向と今後の課題
山下 喜久（九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野）
歯周病有病状況の動向と今後の課題
森田
学（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野）
歯の喪失・口腔機能の動向と要介護高齢者への歯科保健サービス提供状況に関する分析
三浦 宏子（北海道医療大学歯学部保健衛生学分野）
歯・口腔の健康を支える社会環境の整備
福田 英輝（国立保健医療科学院）
シンポジウム21

10月8日（土）

15:45〜16:55

第10会場（山梨県立図書館

多目的ホール）

10年後を見据えた新しい自治体管理栄養士養成プログラムの実際
座長：由田 克士（大阪公立大学大学院生活科学研究科食栄養学部門公衆栄養学）
澁谷いづみ（愛知県瀬戸保健所）
演者：自己効力感を高める研修プログラムと持続可能な評価制度の構築に向けて
諸岡
歩（兵庫県保健医療部健康増進課）
公衆栄養のスペシャリスト及び公衆衛生のゼネラリストとしてのスキル向上に向けて
磯部 澄枝（新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部（南魚沼保健所））
自治体栄養士における管理期・リーダー期の課題とその解決に向けたプログラムについて
田中 和美（神奈川県立保健福祉大学）
シンポジウム22

10月8日（土）

17:00〜17:50

第10会場（山梨県立図書館

多目的ホール）

新型コロナ・新型タバコ時代の禁煙推進方策−新しい問題に立ち向かう−
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）
片野田耕太（国立がん研究センターがん対策研究所予防検診政策研究部）
演者：新型タバコも含めた喫煙・受動喫煙の社会格差
竹内 研時（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
妊産婦における新型タバコも含めた喫煙の害
財津 將嘉（産業医科大学高年齢労働者産業保健研究センター）
新型コロナウイルス感染症と禁煙推進
郷間
厳（堺市立総合医療センター呼吸器疾患センター・呼吸器内科）
アプリとオンラインを活用した加熱式タバコ利用者の禁煙戦略
野村 章洋（金沢大学先端医療開発センター）
指定発言：
健康経営と禁煙推進
松本 泉美（畿央大学健康科学部看護医療学科）
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シンポジウム23

10月9日（日）

9:00〜10:20

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

新型コロナウイルス感染拡大期において自治体の公衆衛生活動をどう守るのか
座長：和田 耕治（日本公衆衛生協会理事）
吉川 悦子（日本赤十字看護大学看護学部）
演者：北海道における COVID-19対応における行政支援の経験と今後に向けて
石井 安彦（北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課、北海道道立病院局）
「離島を抱える保健所」における新型コロナウイルス対策への取り組み
酒向摩貴子（沖縄県南部保健所）
IHEAT 事務局員として、自治体の公衆衛生活動支援について検討する
高岡 誠子（一般財団法人日本公衆衛生協会健康危機管理支援部 IHEAT 事務局）
新型コロナウイルス感染症対応における課題を踏まえた今後の展望
近藤 祐史（厚生労働省大臣官房厚生科学課健康危機管理・災対対策室）
シンポジウム24

10月9日（日）

10:25〜11:45

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

ウィズコロナ時代の公衆衛生活動に必要なリスクコミュニケーションとは
座長：日高 橘子（中京学院大学看護学部）
佐々木亮平（岩手医科大学）
演者：忘れてはならない保健所の公衆衛生活動
白井 千香（枚方市保健所）
地域活動再開における保健師の役割を考える
遠藤 綾子（陸前高田市福祉部保健課）
コロナ禍における高齢者の地域活動再開に影響した促進要因、阻害要因
森林友佳子（浦安市福祉部中央地域包括支援センター）
地域活動を再開するために必要なリスクコミュニケーションの実際
岩室 紳也（ヘルスプロモーション推進センター（オフィスいわむろ））
シンポジウム25

10月9日（日）

9:00〜10:20

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

地域医療構想の実現に向けた人材育成の取り組みと課題【国立保健医療科学院企画】
座長：赤羽
学（国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
児玉 知子（国立保健医療科学院国際協力研究部）
演者：地域医療構想のコンセプトと意義〜データが示す現状と未来〜
小林 大介（神戸大学大学院医学研究科医療システム学分野）
地域医療構想の実現に向けた研修プログラムの開発と実践
小林 健一（国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
地域医療の問題解決に向けたケースメソッドを用いた学びの共同体
渋谷 明隆（学校法人北里研究所）
地域医療構想に向けての人材育成
小松本 悟（藤田医科大学、足利赤十字病院）
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シンポジウム26

10月9日（日）

10:25〜11:45

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

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：尾崎

米厚（鳥取大学医学部環境予防医学分野）

演者：感染症対策の目的を保健医療体制の崩壊防止に置くべきか？
高橋美保子（埼玉医科大学医学部社会医学）
横川 博英（順天堂大学医学部総合診療科学）
不妊治療の医療保険適用拡大の是非
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）
吉田 都美（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系薬剤疫学分野）
シンポジウム27

10月9日（日）

9:00〜9:50

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

公衆衛生学・社会医学領域のシームレスなキャリアとコンピテンシー
座長：磯

博康（国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局グローバルヘルス政策研
究センター）
今中 雄一（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）

演者：公衆衛生・社会医学系のキャリアパス
今中 雄一（社会医学系専門医協会、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）
行政系、教育・研究系・医療系の垣根を超えたキャリアについて
杉山 雄大（国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター、筑波大学医学医療系ヘルス
サービスリサーチ分野）
臨床医学×公衆衛生の考察〜健全な病院づくりと健康なまちづくりの視点から〜
亀田 義人（千葉大学医学部附属病院病院長企画室）
災害医学からみた社会医学領域のキャリア
高橋 礼子（愛知医科大学災害医療研究センター）
社会医学と臨床医学のシームレスな教育：厚生労働科学研究の紹介
和田 裕雄（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
シンポジウム28

10月9日（日）

10:55〜11:45

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

地域医療の質指標と地域医療計画
座長：今中

雄一（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）

演者：NDB を用いた地域医療システムの質指標、DPC データを用いた AMI のリスク調整死亡率の算出
愼
重虎（京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
兵庫県における地域医療構想の推進に向けた、データを用いた取り組み
小林 大介（神戸大学大学院医学研究科医療システム学分野）
ロジックモデルと指標を活用した医療計画の評価と改善
埴岡 健一（国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科医療福祉ジャーナリズム分野）
猪飼

宏（京都府立医科大学大学院医学研究科医学・医療情報管理学講座）

指定発言：
医療提供体制に係る政策立案におけるデータの活用について
谷口 大樹（厚生労働省医政局地域医療計画課）
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シンポジウム29

10月9日（日）

9:30〜10:20

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

子どもたちの電子スクリーン使用による弊害を予防するために−今私たちができること−
座長：瀬在
磯村

泉（防衛医科大学校医学教育部看護学科）
毅（予防医療研究所、スマホ依存防止学会代表）

演者：1歳時のスクリーンタイムと3歳時の自閉スペクトラム症との関連：エコチル調査より
久島
萌（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）
乳幼児等のスクリーンタイムとその影響に関する母子保健活動の現状報告
鳴海 悦子（弘前市役所健康こども部健康増進課）
学校現場におけるスマホ・ゲーム依存予防の啓発活動の実際
寺本 弘子（豊田加茂薬剤師会、愛知県学校薬剤師会、スマホ依存防止学会）
電子スクリーン症候群（ESS）を予防して子どもたちの豊かな心を育む
石黒
仁（山梨県社会教育委員）
シンポジウム30

10月9日（日）

10:25〜11:15

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

大気汚染と妊婦や子ども、青年期の成人への健康影響-注目される疫学データ・曝露モデル座長：戸次加奈江（国立保健医療科学院生活環境研究部）
奥村 二郎（近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）
演者：妊娠中の大気汚染濃度と産科合併症との関連性について
道川 武紘（東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
黄砂の、妊婦や子どものアレルギー症状への影響
金谷久美子（京都大学大学院医学研究科エコチル京都ユニットセンター）
日常生活における大気汚染物質曝露が青年期の呼吸器系に及ぼす影響
余田 佳子（兵庫医科大学医学部公衆衛生学）
大気汚染物質曝露濃度推計の手法と日本におけるその適用
荒木
真（大阪大学大学院工学研究科、国立環境研究所エコチルコアセンター）
シンポジウム31

10月9日（日）

11:20〜12:10

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

健康寿命の延伸に向けた自治体と大学の連携による EBPM の推進
座長：後藤
黒木

温（横浜市立大学大学院データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻）
淳（横浜市立大学国際商学部）

演者：横浜市で活用が進むレセプトデータ〜大学と連携した YoMDB の活用による EBPM の推進〜
大山 紘平（横浜市役所医療局、横浜市立大学共同研究員）
つくば市・大学・NC が連携して進める糖尿病に関するアンケート調査
杉山 雄大（国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター、筑波大学医学医療系ヘルス
サービスリサーチ分野）
市町村職員と協働して EBPM を目指す−つくば市保健部参事の経験から
黒田 直明（つくば市保健部、筑波大学ヘルスサービス開発研究センター、コミュニティクリニッ
ク・つくば）
自治体と研究者がともに進める EBPM〜糖尿病性腎症重症化予防を例に
津下 一代（女子栄養大学）
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シンポジウム32

10月9日（日）

9:30〜10:20

第10会場（山梨県立図書館

多目的ホール）

コロナ禍のリスクコミュニケーション：概念、リスクの表現方法、メディアへの情報公開
座長：蝦名

玲子（グローバルヘルスコミュニケーションズ、東京大学大学院医学系研究科）

演者：危機管理の各段階におけるリスクコミュニケーション
蝦名 玲子（グローバルヘルスコミュニケーションズ、東京大学大学院医学系研究科）
SARS-CoV-2変異株とリスクコミュニケーション
齋藤 智也（国立感染症研究所感染症危機管理研究センター）
リスク「コミュニケーション」への遠い道：コロナ禍中の実践から
田中 幹人（早稲田大学政治経済学術院、ウィスコンシン大学マディソン校）
新型コロナパンデミックでのリスクコミュニケーション〜メディアを介した情報公開〜
田中 良明（埼玉県春日部保健所）
特別企画1

10月7日（金）

12:00〜13:00

第1会場（YCC 県民文化ホール

大ホール）

公衆衛生 未来トーーーーク！
座長：柿崎真沙子（名古屋市立大学大学院医学研究科医療人育成学分野）
山北 満哉（山梨県立大学看護学部看護関連科学領域）
登壇者：
鎌田
舟田
伊藤
藤原

真光（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻健康教育・社会学分野）
彰（川崎市教育委員会事務局川崎市立宮前図書館）
ゆり（大阪医科薬科大学医学研究支援センター医療統計室）
武男（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野）

特別企画2

10月7日（金）

18:00〜19:00

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

「地方病」制圧の歴史と記憶―20世紀、山梨県甲府盆地の経験をめぐって
座長：飯島

渉（青山学院大学文学部、感染症アーカイブズ）

演者：アレクサンダー・ベイ（チャップマン大学）
薬袋
勝（元山梨県衛生公害研究所）
出井
寛（昭和町風土伝承館杉浦醫院）
緊急企画

10月8日（土）

13:10〜13:55

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

このままで良いのか？−VUCA（予測不能の時代）における健診・保健指導？−
座長：杉森 裕樹（大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科）
中山 健夫（京都大学医学研究科社会医学系専攻健康情報学）
ディベート参加者：
立道 昌幸（東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学）
原
聖吾（株式会社 MICIN）
武藤 繁貴（聖隷福祉事業団保健事業部聖隷健康診断センター）
高谷 典秀（医療法人社団同友会）
福田
洋（順天堂大学先端予防医学・健康情報学講座）
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地方衛生研究所研修フォーラム

10月7日（金）

10:00〜11:30

第10会場（山梨県立図書館

多目的ホール）

COVID-19パンデミックにおける地域連携の取り組みと課題
座長：四宮 博人（愛媛県立衛生環境研究所）
吉村 和久（東京都健康安全研究センター）
演者：COVID-19対応における地方衛生研究所をめぐる2方向の連携
四宮 博人（愛媛県立衛生環境研究所）
COVID-19積極的疫学調査における意義と限界
田中 英夫（寝屋川市保健所）
COVID-19流行下の長崎県におけるアカデミア・医療機関と行政機関の連携の取り組み
田中 健之（長崎大学病院感染制御教育センター）
COVID-19疫学調査の観点からの国立感染症研究所と自治体の連携と課題
砂川 富正（国立感染症研究所実地疫学研究センター）
新型コロナウイルス感染症を踏まえた今後の地方衛生研究所のあり方について
佐々木孝治（厚生労働省健康局健康課）
奨励賞受賞講演

10月8日（土）

11:30〜12:10

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

座長：内田 勝彦（大分県東部保健所）
三浦 公嗣（学校法人藤田学園、藤田医科大学）
演者：健康危機管理における DHEAT 活動、活動検証からの教訓と今後の展望
服部希世子（熊本県人吉保健所）
保健師活動における EBPM（Evidence Based Policy Making）推進のための実践研究
堀池
諒（大阪医科薬科大学看護学部公衆衛生看護学分野）
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優秀演題賞選考会

10月7日（金）

15:30〜18:00

第3会場（YCC 県民文化ホール 会議室）

座長：谷川
武（順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座
大森 純子（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）
演者：1型糖尿病発症に関わる因子―インフルエンザと1型糖尿病発症の Target Trial Emulation
西岡 祐一（奈良県立医科大学公衆衛生学講座、奈良県立医科大学附属病院糖尿病・内分泌内科）
非糖尿病一般地域住民の日常生活における血糖モニタリングデータと飲酒習慣との関連
石原 真穂（大阪大学大学院環境医学）
妊娠中の加熱式タバコ使用と幼児アレルギー：JACSIS データを用いた case-control 研究
財津 將嘉（産業医科大学高年齢労働者産業保健研究センター）
高齢者の身体活動量・座位時間と要支援・要介護認定リスクとの量反応関係
清野
諭（東京都健康長寿医療センター研究所）
教育歴と健康寿命との関連：大崎コホート2006研究
猪股
栞（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
拡張型心筋症患者に対する早期心臓リハビリテーションが患者の短期予後に与える影響
安福 祐一（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室、奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
日本の水道水天然フッ化物濃度と子どものう蝕の関連：21世紀出生児縦断調査の分析
松山 祐輔（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野）
大規模レセプトデータを用いた在宅医療需要の将来推計手法の確立
中西 康裕（国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
糖尿病関連指標に対する血糖値の調節に関わる遺伝的要因と栄養素摂取量の関連
橘
拓希（静岡県立大学薬食生命科学総合学府食品科学専攻公衆衛生学研究室）
自閉スペクトラム症特性と心理的ストレス反応の関連への職種による緩衝効果
寺道 紘毅（産業医科大学産業生態科学研究所産業精神保健学教室、産業医科大学高年齢労働者産
業保健研究センター）
在住外国人のソーシャルキャピタルと主観的健康感及び精神的健康との関連
羽柴穂乃香（神戸大学大学院保健学研究科）
抑うつ症状とパンデミックによるセルフケア行動変化の関連：2年間の縦断調査
枝広あや子（東京都健康長寿医療センター研究所）
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国際参加賞受賞講演

International Participant Award

10月8日（土） 10:00〜12:00 第8会場（YCC 県民文化ホール（練習室5））
座長：Makiko Sekiyama（National Institute for Environmental Studies）
Yukari Takemi（Kagawa Nutrition University）
Maki Umeda（University of Hyogo）
Tomofumi Sone（National Institute of Public Health）
Kiyomi Asahara（St Luke's International University）
Yoshiharu Fukuda（Teikyo University）
演者：Factors associated with the productivity of health center staff in Lao PDR
Maniphet Phimmasane（Department of Health Personnel, Ministry of Health, Lao PDR）
Understanding and practice of PHC within UHC in the Philippines
TJ Robinson Moncatar（University of the Philippines, Manila）
Assessment of Mongolian dietary intake for planetary and human health
Delgermaa Daashzeveg（National Center for Public Health, Ministry of Health, Mongolia）
Relationship between wife-beating attitudes and diarrhea in children under five
Mahmudul SM Hasan（German University Bangladesh）
Children with neuro-developmental disorders in Cambodia
Sreyleap Moeun（Ministry of Health, Cambodia）
Home environment factors associated with early childhood development in Vietnam
Xuan Minh Tri Tran（Tokyo Medical and Dental University）
Comparison of definitions and estimating the prevalence of MetS in Mongolia
Enkhtuguldur Myagmar-Ochir（Dokkyo University）
The association between waterpipe tobacco smoking and gastric cancer mortality
Truong Thi Thuy Dung（International University of Health and Welfare）
Content analysis of human papillomavirus vaccine related videos on YouTube
Yinghan Xu（Waseda University）
ランチョンセミナー1

10月7日（金）

12:00〜13:00

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

送電線の電磁波って危ないの？−WHO の見解を紹介します−
座長：高田 雄史（一般財団法人電気安全環境研究所）
演者：大久保千代次（一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター）
共催：一般財団法人電気安全環境研究所
ランチョンセミナー2

10月7日（金）

12:00〜13:00

第10会場（山梨県立図書館

多目的ホール）

感染症危機管理とリスクコミュニケーション
座長：未定
演者：中島 一敏（大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科）
共催：武田薬品工業株式会社
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ランチョンセミナー3

10月8日（土）

12:00〜13:00

第3会場（YCC 県民文化ホール

会議室）

コロナ禍で見えてきた新たな医療・社会インフラの構築
〜感染症対策・医師の働き方改革へのアプローチ〜
座長：森

清司（野村ヘルスケア・サポート&アドバイザリー株式会社）

演者：パンデミック対策としての遠隔 ICU、医師の働き方改革としての遠隔 ICU
中西 智之（株式会社 T-ICU）
IoMT と周産期遠隔医療ネットワークを活用した、母子死亡率の低減とその国際展開
尾形 優子（メロディ・インターナショナル株式会社）
Smart119が創造する未来医療 ―病院前脳卒中 AI 予測―
中田 孝明（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）
共催：野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社
ランチョンセミナー4

10月8日（土）

12:00〜13:00

第9会場（山梨県立図書館

イベントスペース）

未定
座長：未定
演者：未定
共催：一般社団法人日本ワクチン産業協会
ランチョンセミナー5

10月8日（土）

12:00〜13:00

第10会場（山梨県立図書館

多目的ホール）

地域医療と公衆衛生の社会的協働の実現を目指して
座長：宇田

英典（公益社団法人地域医療振興協会地域医療研究所ヘルスプロモーション研究センター）

演者：町の資源をゆるやかにつなぐ真鶴町国保診療所の「町の保健室」の取組み
嶋田 雅子（公益社団法人地域医療振興協会企画調査部）
「ずっとこのまちで暮らし続ける」ためのヘルスプロモーション活動
楠本 直紀（公益社団法人地域医療振興協会台東区立台東病院）
共催：公益社団法人地域医療振興協会
スポンサードセッション

10月8日（土）

13:30〜14:30

第2会場（YCC 県民文化ホール

小ホール）

健康格差縮小に向けた取組〜その対策と実態〜（仮）
座長：近藤

尚己（京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）

演者：社会経済的要因と子どもの栄養・食生活
村山 伸子（新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科）
健康格差縮小に向けた保健医療の枠を超えた連携の取組の実際
近藤 尚己（京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）
共催：株式会社はくばく
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一般演題（口演）一覧
※「口演 - 分科会№ - セッション№ - 演題発表№」
例）
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O-1-1-1

第1分科会

疫学・保健医療情報

O-1-1-1〜O-1-4-6

第2分科会

ヘルスプロモーション

O-2-1-1〜O-2-1-6

第3分科会

生活習慣病・メタボリックシンドローム

O-3-1-1〜O-3-5-6

第4分科会

保健行動・健康教育

O-4-1-1〜O-4-1-6

第5分科会

親子保健・学校保健

O-5-1-1〜O-5-4-6

第6分科会

高齢者の QOL と介護予防

O-6-1-1〜O-6-5-6

第7分科会

高齢者の医療と福祉

O-7-1-1〜O-7-2-6

第8分科会

地域社会と健康

O-8-1-1〜O-8-2-6

第9分科会

難病・障害の医療と福祉

O-9-1-1〜O-9-1-4

第10分科会

精神保健福祉

O-10-1-1〜O-10-2-6

第11分科会

口腔保健

O-11-1-1〜O-11-1-6

第12分科会

感染症

O-12-1-1〜O-12-3-6

第13分科会

健康危機管理

O-13-1-1〜O-13-2-6

第14分科会

医療制度・医療政策

O-14-1-1〜O-14-2-6

第15分科会

公衆衛生従事者育成

O-15-1-1〜O-15-1-6

第16分科会

保健所・衛生行政・地域保健

O-16-1-1〜O-16-2-5

第17分科会

公衆栄養

O-17-1-1〜O-17-2-6

第18分科会

健康運動指導

O-18,19-1-1〜O-18,19-1-5

第19分科会

食品衛生・薬事衛生

O-18,19-1-1〜O-18,19-1-5

第20分科会

産業保健

O-20-1-1〜O-20-2-6

第21分科会

環境保健

O-21-1-1〜O-21-1-6

第22分科会

国際保健

O-22-1-1〜O-22-1-6

第23分科会

保健医療介護サービス研究

O-23-1-1〜O-23-1-6

第24分科会

新型コロナウイルス感染症

O-24-1-1〜O-24-7-6

EO

English Session

EO-1-1〜EO-4-5

第1分科会 疫学・保健医療情報
10月8日（土）13:30〜14:20
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）
O-1-1-1

東野

森田えみり （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプトビッグデータ解析：家族歴が自己免疫性
甲状腺疾患発症に与えるリスクの定量化

O-1-1-3

Saeki Keigo （奈良県立医科大学医学部疫学・予防医学教室）
総死亡の相対危険が最低値となる室温の推計:既
存データとコホートデータを用いた分析

O-1-1-4

森

飯高

10月8日（土）14:30〜15:30
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）

須賀

万智 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）
一般市民に響きやすい広報資材を作るための評価
ツールの開発

O-1-2-2

明神

O-1-4-2

八尋裕美子 （公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構）
当機構における子宮頸部細胞診 ASC-H の検討

O-1-4-3

上野

竹田

O-1-4-4

宮澤

O-1-4-5

鈴木

平井

幹大 （筑波大学医学群医学類）
認知症高齢者に対する抗精神病薬の長期継続処方
の実態および関連因子

O-1-2-5

逢見

O-1-4-6

西大

O-1-2-6

東

第2分科会

O-2-1-1

細野

Fujii Makoto（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
NDB データに基づく推算糸球体濾過量、尿蛋白
を用いた腎機能や腎障害に関する実態報告

O-1-3-2

Hashino Shuichiro
（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
NDB オープンデータを用いた抗ヒスタミン薬処
方数量の時系列変化

O-1-3-3

北島

O-2-1-2

小熊

O-1-3-4

O-2-1-3

仁賀

O-1-3-5

高橋

O-2-1-4

池田明日香 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
NDB データを用いた市町村国保における糖尿病
性腎症重症化予防プログラム効果の検討

O-2-1-5

甲斐

O-1-3-6

高橋

O-2-1-6

村木

功 （大阪大学大学院医学系研究科環境医学）
改正健康増進法全面施行後の禁煙飲食店割合の変
化：民間グルメデータベースによる検討

第3分科会

生活習慣病・メタボリックシンドローム

10月8日（土）9:00〜10:00
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）
O-3-1-1

栗山

長門 （公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学社会
健康医学研究科）
ヒト骨密度における骨細胞 osteocyte での血中
DMP1は FGF-23代謝に関連する

O-3-1-2

畑中里衣子 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
東日本大震災による自宅の被害状況と高血圧治療
中断との関連

O-3-1-3

小西

雅美 （丹波篠山市保健福祉部）
LDL-コレステロール値の季節変動と身体活動量
の関連：篠山研究

O-3-1-4

北村

明彦 （八尾市保健所健康まちづくり科学センター）
高齢期のフレイル該当者の壮年期における健診所
見の特徴

秀人 （国立保健医療科学院）
5歳年齢階級による生命表の平均寿命への影響に
ついて

裕子 （公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究
所）
第1報 官民連携によるアウトリーチ型の社会的
処方の実現可能性：Y-Link プロジェクト

由光 （京都大学大学院医学研究科）
コロナ禍における健康情報についての調査研究：
質的内容分析

建夫 （経済産業省）
健康経営銘柄選定の政策効果

新居田泰大 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプトデータを用いたバセドウ病と甲状腺眼症
の疫学

祐子 （慶應義塾大学スポーツ医学研究センター）
自治体の身体活動施策をシステムズアプローチで
捉えなおすー藤沢市の事例―

巧海 （三重大学大学院医学系研究科公衆衛生・産業医
学分野）
周産期妊婦を対象とした質問票を用いた IH 調理
器からの中間周波電磁界ばく露の推定

雄斗 （中央大学理工学研究科）
長野県佐久市における肥満症患者に対する PHR
アプリを用いた遠隔栄養指導の効果検証

10月8日（土）15:30〜16:30
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）
O-1-3-1

ヘルスプロモーション

10月7日（金）15:50〜16:50
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）

幸恵 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
生活保護世帯と国保加入世帯の子供の歯科受診の
比較：LIFE Study

明美 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
ICD-11導入における教育実施の国際比較

憲一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
2000年以降わが国死因別齢調整死亡率とイン
フルエンザ・COVID-19超過死亡

まき （三重県伊勢保健所）
2021年の死亡小票からみた地域における看取
りの現状

診療所の診療科別外来受診の長期的トレンドと
COVID-19流行下の変化
O-1-2-4

仁 （国立がん研究センターがん対策研究所検診研究
部）
がん検診有効性評価大規模疫学研究における追跡
調査の課題

大也 （奈良県立医科大学医学部公衆衛生学教室）
飛鳥 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）

悟 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
医学研究における研究促進と研究不正防止を実現
する研究データ管理基盤の必要性と導入

NDB と死亡情報の連結にあたっての課題の検討
O-1-2-3

杏奈 （大阪大学医学部附属病院未来医療開発部）
全国がん登録データに基づく日本の小児がん患者
における治療病院への移動負担の実態

世子 （東京大学22世紀医療センターロコモ予防学講
座）
サ ル コ ペ ニ ア の 疫 学：有 病 率 と 発 生 率 -The
ROAD study-

O-1-2-1

筒井

福治 （山形大学医学部公衆衛生学・衛生学講座）
山形県地域の女性における授乳の有無と生命予
後、生活習慣病との関連

O-1-1-5

O-1-4-1

俊英 （自衛隊中央病院皮膚科）
ワクチン mRNA-1273の皮膚副反応、いわゆる
「モデルナアーム」に対する大規模横断研究

O-1-1-2

10月8日（土）16:30〜17:30
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）

O-3-1-5

田井

義彬 （奈良県立医科大学医学部疫学・予防医学講座）
実生活環境下，寒冷曝露時の血圧上昇における皮
膚温の媒介効果：平城京スタディ

O-3-1-6

小川

裕貴 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
JMDC データベースを用いた糖尿病と直腸癌手
術後排尿機能障害の関連の検討
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10月8日（土）10:00〜11:00
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）
O-3-2-1

山田

正明 （富山大学医学部疫学健康政策学講座）

10月8日（土）14:30〜15:30
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）
O-3-5-1

高橋

O-3-2-2

Takahashi Reiko
（千葉科学大学看護学部）
ヘモグロビン A1c と腸内細菌叢との関係

O-3-2-3

谷口

O-3-2-4

清水

玉本

市瀬

O-3-5-3

田中

山城

O-3-5-4

西山

O-3-5-5

菅野

O-3-5-6

花岡さやか （東京都国民健康保険団体連合会）
データ解析等に基づく特定保健指導実施率向上策
検討と国保保険者への提案（第2報）

10月8日（土）11:00〜12:00
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）

吉澤

裕世 （順天堂大学大学院医学研究科健康寿命学講座）
成果を重視した ICT 活用型特定保健指導「モデ
ル実施」における効果の検証

O-3-3-2

工藤

孝典 （全国健康保険協会青森支部企画総務部企画総務
グループ）
大腸がん検診及び精密検査受診ががん医療費に与
える影響

O-3-3-3

長尾

水上

諭 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学
分野）
離島在住女性における骨量と体組成との関連

O-3-3-5

坪井

田中

宏和 （国立がん研究センターがん対策研究所予防検診
政策研究部）
職業・教育歴別がん検診受診率とその推移：国民
生活基礎調査による分析（2001−16年）

O-4-1-1

中谷

菅野

沙帆 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプトデータを用いた透析患者における骨折発
症後の標準化死亡比の算出

O-3-4-2

村田

典子 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
メタボリッククシンドロームと大腸がん検診受診
の関連性：LIFE Study

O-3-4-3

郭

帥 （筑波大学社会健康医学研究室）
緑茶、コーヒー、紅茶及びウーロン茶摂取と慢性
腎臓病死亡との関連：The JACC Study

O-3-4-4

中谷

O-3-4-5

池田

中澤

O-4-1-3

Otake Keiko（前静岡県立大学大学院看護学研究科）

O-4-1-4

西浜柚季子 （国立環境研究所エコチル調査コアセンター）
小児受動喫煙マーカーの探索

O-4-1-5

石内

健康増進法改正による車内受動喫煙の変化
中学生の受動喫煙への対処行動に関する実態調査

高瀬

O-4-1-6

安藤

呼吸機能検査指標と高血圧有病との関連
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隆雄 （長崎県五島振興局上五島支所保健部（上五島保
健所））
新上五島町での子どもへの受動喫煙に関するアン
ケート【第2報】飲食店での喫煙編

第5分科会

親子保健・学校保健

10月8日（土）13:30〜14:30
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）
O-5-1-1

名西

恵子 （東京大学大学院医学系研究科）
COVID-19パンデミックによる健康な母子への
母乳育児支援と母乳率への影響

O-5-1-2

細澤麻里子 （国立国際医療研究センター国際医療協力局グ
ローバルヘルス政策研究センター）
コロナ禍前後における思春期世代の抑うつ症状の
比較：東京ティーンコホート研究

O-5-1-3

Kawahara Tomoki
（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際
健康推進医学分野）
父親の育児関与は幼児の不慮の事故を減少させ
る：RCT 研究の結果から

汐里 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）

雅仁 （東北大学大学院医学系研究科）

智貴 （長崎県五島振興局上五島支所保健部（上五島保
健所））
新上五島町での子どもへの受動喫煙に関するアン
ケート【第1報】同居家族の喫煙編

生きがいがコレ ス テ ロ ー ル 値 に 及 ぼ す 影 響：
CIRCS 研究
O-3-4-6

眞生 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）

O-4-1-2

久美 （東北大学大学院医学系研究科）
過敏性腸症候群の有病に関連する要因の検討：
TMM 計画地域住民コホート調査

直樹 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
心血管・代謝疾患リスク要因における配偶者同士
の類似性：2ヵ国バイオバンク横断研究

10月8日（土）13:30〜14:30
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）
O-3-4-1

保健行動・健康教育

10月9日（日）11:00〜12:00
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）

良樹 （藤田医科大学医療科学部予防医科学分野）
一般住民における MKL1遺伝子の DNA メチル
化率と肝機能検査値および肝疾患死亡との関連

O-3-3-6

第4分科会

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）
東日本大震災後の高血圧新規発症に対するリスク
要因の検討：福島県「県民健康調査」

O-3-3-4

郁美 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
年齢と骨梁面積率との関連：年齢階級別の検討〜
ToMMo 地域住民コホート調査〜

日本の大学生における異常血圧の割合と血圧およ
び身体測定値または身体指標との関連性

O-3-3-1

未南 （神奈川県立保健福祉大学大学院修士課程ヘルス
イノベーション研究科）
回帰木分析を用いたロコモティブシンドロームと
腸内細菌との関連解析

咲楽 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

海渡 （近畿大学薬学部）

麻理 （大阪大学社会医学講座）
中年期・前期高齢者の朝食欠食と将来の要介護認
知症発症との関連

特定保健指導の糖尿病発症抑制効果検証のための
観察研究−Target Trial Emulation
O-3-2-6

雄一 （国立がん研究センターがん対策研究所医療政策
部）
経口抗がん剤服用患者を対象とした服薬管理に関
する理解度調査

望 （日本医科大学）
夜間の睡眠時間及び昼寝と大動脈疾患死亡との関
連：the JACC Study

O-3-2-5

O-3-5-2

雄大 （筑波大学大学院医学学位プログラム）
国民健康保険加入者・後期高齢者における、健診
での脂質異常の未受診に関連する要因

愛 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻総合ヘ
ルスプロモーション科学講座）
産官学連携による科学的保健指導の構築〜糖尿病
性腎症重症化予防の効果検証〜

男性従業員の健診者における高血圧、糖尿病と産
業分類との関連

O-5-1-4

Kondo Takayuki
（国立成育医療研究センター社会医学研究部）
父親の育児参加と親の離婚 ―21世紀出生児縦
断調査を用いた分析―

O-5-1-5

北澤

隆行 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学）

O-5-4-5

田村

O-5-1-6

松井

三明 （長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研
究科）
長崎県における出産医療機関へのアクセスの地域
間格差

10月8日（土）14:30〜15:30
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）
O-5-2-1

佐田みずき （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）
小中学校の児童生徒とその保護者における食塩摂
取状況

O-5-2-2

金子

佳世 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生
学分野）
母体特性と妊娠中期血清 n3系多価不飽和脂肪酸
濃度の関連

O-5-2-3

甲斐

大介 （香川大学）

O-5-4-6

Minatoya Machiko
（北海道大学環境健康科学研究教育センター）
乳幼児期における家庭での犬の飼育と子どもの発
達の関連：エコチル調査より

第6分科会

荒川

裕貴 （東京大学大学院医学系研究科保健社会行動学分
野）
オンライン健康医療相談による産後うつ予防効
果：ランダム化比較試験

O-5-2-5

O-6-1-1

加藤

O-5-2-6

横山

O-6-1-2

高梨

10月9日（日）9:00〜10:00
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）
O-5-3-1

原田

萌花 （山梨大学大学院医工農学総合教育部）
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う経済状況
の変化と幼児の食品群別摂取頻度の関連

O-5-3-2

大竹

O-5-3-3

寺田

北野

横道

洋司 （山梨大学社会医学講座）

O-6-1-4

藤原

前田

裕斗 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）

O-6-1-5

石崎

O-5-4-1

O-5-4-2

O-5-4-3

本多由起子 （長崎大学医歯薬学総合研究科地域医療学分野）

O-6-1-6

千葉

10月8日（土）16:30〜17:30
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）
O-6-2-1

中野

O-5-4-4

O-6-2-2

山本

O-6-2-3

田村

元樹 （千葉大学予防医学センター）
高齢者におけるグリスロ利用と孤立・孤独感の変
化：傾向スコア法による縦断研究

O-6-2-4

高島

理沙 （北海道大学大学院保健科学研究院）
ストーリーテリングを活用した計画実行型・認知
症予防介入の効果：ランダム化比較試験

O-6-2-5

李

嘉き （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座）
ストレス対処能力（SOC）と要介護認知症発症
との関連：JAGES プロジェクト

O-6-2-6

吉村

典子 （東京大学医学部附属病院22世紀医療センターロ
コモ予防学講座）
要介護予防におけるロコモ度3の有用性：地域住
民コホート ROAD スタディより

10月9日（日）9:00〜10:00
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）

O-6-3-2

宮崎さおり （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
低炭水化物食と軽度認知障害との関連：東温スタ
ディ

佐々木由理 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
ミャンマーの2地域の高齢者のスマートフォンの
利用とうつ傾向の関連

真子 （名古屋大学大学院医学系研究科予防医学）
O-6-3-3

宮澤

拓人 （千葉リハビリテーションセンター）
通いの場におけるプログラムの種類数と3年後の
高齢期うつとの関連−JAGES 縦断研究−

由美 （大阪市保健所）
新型コロナウイルス感染症対応と母子保健指標と
の関連

晃子 （味の素株式会社）
岩木健康増進プロジェクト健診における食事栄養
とロコモティブシンドロームとの関連

佐々木渓円 （実践女子大学生活科学部）
乳児の母親のヘルスリテラシーと健やか親子21
（第2次）の指標との関連

寺川

渉 （常葉大学健康科学部静岡理学療法学科）
クレアチニン・シスタチン C 比は骨格筋量や筋
力と独立して歩行速度と関連：静岡研究

O-6-3-1

父親の家事・育児頻度と母親が子のお尻をたたく
行動との関連：21世紀出生児縦断調査

一平 （国立長寿医療研究センター予防老年学研究部）
地域在住高齢者の慢性腎不全の有無における身体
活動量と要介護発生との関連

離島・へき地における産後ケアニーズの実態に関
する横断研究

永吉

達郎 （東京都健康長寿医療センター研究所）
国保データベースシステムの帳票データで把握し
た疾患数と新規要介護認定の発生

親子関係と妊娠中耐糖能異常:社会的ハイリスク
妊娠把握に向けたコホート研究結果から

10月9日（日）10:00〜11:00
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）

聡子 （東京慈恵会医科大学医学部）
地域レベルのソーシャルキャピタルと認知症リス
クとの関連：JAGES 9年間縦断研究

生後6ヶ月までの気象条件と3歳迄のアトピー性
皮膚炎発症リスク：エコチル調査
O-5-3-6

良太 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者における積極的孤立と精神的健康の関連

尚美 （和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学（健康管
理センター）教室）
乳幼児健診結果と年中児の SDQ 得点との関連：
母子保健情報管理システム利活用研究

O-5-3-5

桜井

周平 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
父親の育児休業取得と2歳未満の子へのボンディ
ング悪化との関連：JACSIS 研究

O-5-3-4

O-6-1-3

理功 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
小学生におけるソーシャルジェットラグと多動及
び不安の関連

信之 （岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）
東日本大震災後の地域在住高齢者の閉じこもり発
生要因の検討：RIAS Study

美江 （大阪公立大学大学院看護学研究科）
担当保健師による継続支援システムを導入した保
健師活動の効果検証：ネウボラの基盤

倫卓 （常葉大学健康科学部）
終末糖化産物の蓄積と筋質の低下との関連：静岡
研究

帯包エリカ （国立成育医療研究センター社会医学研究部）
コロナ禍における父親の育児休業取得と父親の産
後うつ症状の関連

高齢者の QOL と介護予防

10月8日（土）15:30〜16:30
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）

青年前期の肥満や痩せ体型を親は正しく認識して
いるか？
O-5-2-4

和也 （神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーショ
ン科学領域）
児童期後期の centrality が一年間の身体活動量
に与える影響

小児における睡眠呼吸障害と上気道感染症との関
連

O-6-3-4

林

尊弘 （星城大学リハビリテーション学部）
COVID-19流行下における地域在住高齢者の運
動機能低下に対する余暇活動の緩和影響
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O-6-3-5

洪

英在 （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）
中年期男性の20歳からの体重変化と老年期フレ
イル発症の関連

O-6-3-6

渡辺

10月9日（日）10:00〜11:00
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）

森

優太 （花の丘病院）
通いの場プログラム種類数と3年後の高齢者総合
的機能評価の関連：JAGES 縦断研究

O-6-4-2

里村

岡

O-6-4-4

田中

土岐

白水

O-7-1-6

野口

10月7日（金）16:50〜17:50
第8会場（YCC 県民文化ホール（練習室5）
）
O-7-2-1

木野

坂本

彩香 （筑波大学大学院人間総合科学研究科医学学位プ
ログラム）
アドバンスケアプランニングと救急受診の関連：
システマティックレビュー

O-6-5-2

鈴木

宏幸 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と

O-7-2-2

孫

O-7-2-3

Watanabe Shuichiro
（桜美林大学健康福祉学群）
農村部に在住する後期高齢 者 の ヘ モ グ ロ ビ ン
（Hb）A1c の2年間の変化とその関連要因

O-7-2-4

Chen Yu-Ru （千葉大学大学院医学薬学府）
高齢者における 近 隣 環 境 と 介 護 費 用 の 関 連：
JAGES2010-2016コホート研究

O-7-2-5

永田

O-7-2-6

岡本左和子 （奈良県立医科大学教育開発センター）
退院支援における医療介護連携促進への対策ツー
ルの開発：ヒアリング調査報告

第8分科会

O-8-1-1

棟方

赤星

成田

美紀 （東京都健康長寿医療センター研究所）

O-8-1-3

馬場

小野

好美 （浜松医科大学医学部医学科）

O-8-1-4

片岡

O-8-1-5

矢吹

木村美也子 （聖マリアンナ医科大学）
高齢者の新型コロナ流行前の社会参加と流行期の
感染予防/健康行動：JAGES 縦断研究

第7分科会 高齢者の医療と福祉

河口謙二郎 （千葉大学予防医学センター）
サービス付き高齢者向け住宅入居者の社会参加：
傾向スコア法での JAGES データとの比較

O-7-1-2

弘田

義人 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
誤嚥性肺炎で入院した高齢患者における退院先の
予測モデルの開発と検証

O-7-1-3

涌井

智子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
家族介護者の睡眠および覚醒の実態：30日間の
デイリーデータの解析から
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友哉 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
居住地域別でみた一次産業従事者と活力との関
連：東温スタディ

O-8-1-6

O-7-1-1

葵 （大阪医科薬科大学医学研究支援センター）
都道府県の社会経済状況に関する包括指標の開発
と健康寿命を用いた予測妥当性の評価

前期高齢者の新型コロナウイルス感染症流行前後
の生活の変化に関する研究

10月7日（金）15:50〜16:50
第8会場（YCC 県民文化ホール（練習室5）
）

優子 （足立区衛生部）
あだちっ子歯科健診による施設間格差の縮小につ
いて

在宅高齢者における一緒に食べる相手の二年間の
変化とフレイル発生との関連
O-6-5-6

昂己 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際
保健医療事業開発学分野）
都市の社会経済環境交通指標と健康寿命の関連
性：健康都市デザイン指標 vers1.0の開発

冬の室内寒冷曝露と筋力・歩行速度低値の横断関
連: HEIJO-KYO study
O-6-5-5

梢 （青森県立保健大学）
フードパントリー利用者の社会的ニーズと健康状
態

洋子 （千葉大学予防医学センター）

諏訪内宏益 （奈良県立医科大学疫学・予防医学教室）

地域社会と健康

10月8日（土）15:30〜16:30
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）

高齢者における住まいの満足度・居住期間とうつ
リスクとの関連：横断研究
O-6-5-4

康浩 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学
分野）
高齢者における居住環境と健康に関する研究

O-8-1-2

松岡

瑜 （筑波大学大学院）
全国レセプトデータを用いた在宅療養支援診療所
の心不全再入院に対する予防

地域保健研究チーム）
軽度認知障害（MCI）スクリーニング検査のモデ
ル事業における参加者の特徴と有効性
O-6-5-3

志保 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
生活保護受給と満たされない歯科医療ニーズの関
連

10月9日（日）11:00〜12:00
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）
O-6-5-1

泰司 （国立長寿医療研究センター）
家族介護者の介護終了後のメンタルヘルスの経過
と近隣との社会関係：中高年者縦断調査

沙綾 （元岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程）
地域在住高齢者が COVID-19自粛下で自覚する
運動量の変化と生活機能の特徴

幸男 （公益財団法人天理よろづ相談所）
介護医療院創設前後における医療療養病床・医療
区分1を退院した患者の療養場所の変化

了大 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
日本人高齢者における聴覚障害は7年後の軽度認
知機能低下リスクを上昇させる

O-6-4-6

次橋

優成 （美作大学生活科学部食物学科）
地域在住高齢者におけるオーラルフレイルの実態
および社会的背景，身体機能との関連

O-6-4-5

O-7-1-5

浩樹 （株式会社 PM&R 青葉リハ訪問看護ステーショ
ン）
生活期リハビリテーション利用者における身体活
動量の経時的変化

巧 （福岡県保健環境研究所）
死亡票とレセプトの連結分析による高齢者終末期
医療・介護費の実態解明

一成 （京都大学医学部人間健康学科）
後期高齢者の通いの場参加者で健診未受診者の現
状

O-6-4-3

西

猛史 （筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研
究センター）
新型コロナウイルス禍での外出頻度の変化が中高
齢者の生きがいと精神健康に及ぼす影響

O-6-4-1

O-7-1-4

10月8日（土）16:30〜17:30
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）
O-8-2-1

奥村

圭子 （長野県立大学大学院健康栄養科学研究科）
健康状態が不明な災害公営住宅在住者の専門的介
入の判断に関連する ICF 項目の検証

O-8-2-2

熊澤

大輔 （千葉大学予防医学センター）
高齢者における道の駅利用と主観的健康感：準実
験的デザイン研究

O-8-2-3

藤林

秀 （青森県立保健大学大学院）
子ども食堂への参加が母親に及ぼす影響

O-8-2-4

高部さやか （浜松医科大学地域看護学講座）

O-10-2-5

関口

健康習慣とソーシャル・キャピタルとの関連検討
O-8-2-5

O-8-2-6

足立区における児童・生徒への自殺対策「SOS
の出し方等教育」

Chigasaki Junko
（足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）
「住んでいるだけで自ずと健康になれるまち」を
目指した食環境整備とその成果

久恵 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）

O-10-2-6

端谷

毅 （はしたにクリニック）
自律神経状態把握のための1回10秒呼吸での心
拍変動測定

津野香奈美 （神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベー
ション研究科）
日本社会で誰が好意的性差別をしているのか：
JACSIS 研究

第11分科会

口腔保健

10月9日（日）9:00〜10:00
第8会場（YCC 県民文化ホール（練習室5）
）

第9分科会 難病・障害の医療と福祉
10月9日（日）11:00〜11:40
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）
O-9-1-1

O-9-1-4

O-11-1-2

西田

O-11-1-3

種村

地域在住女性における更年期障害関連因子の探索

O-11-1-4

中澤

O-10-1-1

兪凱 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）

陸

低中程度の心理的苦痛と健康寿命との関連：大崎
コホート2006研究
O-10-1-2

O-11-1-5

Tsujimoto Takahiro
（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
後期高齢者における口腔健診と死亡の関連

O-11-1-6

上條

第12分科会

久明 （東京医科歯科大学国際健康推進医学）

西村

O-12-1-1

Tezuka Masato
（神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーショ
ン科学領域）
高齢者肺炎球菌ワクチン接種が要介護認定に及ぼ
す影響：LIFE study

O-12-1-2

野田

自宅近隣の緑地と COVID-19流行下におけるメ
ンタルヘルスとの関連：U-CORONA 調査
O-10-1-4

善樹 （新久喜総合病院）

本保

国連の「障害者権利条約（CRPD）」に基づいた
精神保健関連法規改正の国内外の現状
O-10-1-5

O-12-1-3

田中

知子 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）

O-12-1-4

川口谷充代 （札幌医科大学医学部衛生学講座）
2011〜2019年に分離された無莢膜型肺炎球
菌のペニシリン結合蛋白のアミノ酸変異の解析

O-12-1-5

田丸

ADHD 特性の強い大学生のコロナ禍のうつ症状
のリスク

10月7日（金）15:50〜17:50
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）
O-10-2-1

2017-2021年度に当所に搬入された結核菌株
の分子疫学調査
O-12-1-6

村田ゆかり （東京都健康安全研究センター）
東 京 都 に お け る 梅 毒 の 発 生 状 況（2019年〜
2021年）

英美子 （慶應義塾大学政策・メディア研究科）

伴

10月8日（土）10:00〜11:00
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）
O-12-2-1

座間

大学生のソーシャルメディア使用とメンタルヘル
スの関連−ログデータを用いた観察研究
O-10-2-3

稲山

耕平 （岡山市保健所健康づくり課）

宮本

翔平 （秋田大学自殺予防総合研究センター）
コーピング特性はメンタル不調と自殺念慮の関連
を緩衝するか-経営者を対象にした解析

智子 （公益財団法人結核予防会結核研究所対策支援部）
新型コロナウイルス感染症流行時の結核対策の実
態 -全国自治体の現状と今後の課題-

O-12-2-2

八木

相談支援専門員の精神障害者ピアサポートへの認
知・利用ニーズに関する調査報告
O-10-2-4

亜貴 （独立行政法人大阪健康安全基盤研究所）

由美 （山梨県立精神保健福祉センター）

木村

県内医療機関におけるゲーム・インターネット依
存の診療実績に関する調査
O-10-2-2

純子 （群馬県藤岡保健福祉事務所）
保健所におけるクラミジア・淋菌検査の有用性

喜多村祐里 （大阪市こころの健康センター）
鈴木

龍也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
日本の医療データベースから算出された季節性イ
ンフルエンザの致死率と重症化率

大阪市における「ひきこもり」の実態について
O-10-1-6

感染症

10月8日（土）9:00〜10:00
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）

衛生学教室）
中年期の同居家族と老年期における精神科医に診
断されたうつ病との関連性
O-10-1-3

英之 （東京歯科大学歯科社会保障学）
保険者努力支援制度による歯周疾患実施市町村数
の推移に関する調査研究

憲人 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆

小川

典子 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
高齢者における歯科補綴装置の使用が抑うつ発症
リスクへもたらす効果：JAGES 縦断研究

第10分科会 精神保健福祉
10月7日（金）15:50〜16:50
第6会場（YCC 県民文化ホール（練習室3）
）

崇 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
時間外労働時間と口腔関連 QOL との関連につい
て

美穂 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）

飯田

恵 （竹中工務店技術研究所）
表情分析 AI による高齢者のオーラルフレイルの
評価

大河内彩子 （熊本大学大学院生命科学研究部環境社会医学部
門看護学分野）
コロナ禍の復興を経験した熊本地震女性被災者の
生活状況と抑うつとの関連

明成 （青森県五所川原保健所）
コロナ下における男女及び年齢別の歯周疾患検診
受診者数

良太 （国立長寿医療研究センター）

渡邉

要 介 護 認 定 発 生 率 減 少 と 社 会 参 加：JAGES
2010-13と16-19の2コホート比較研究
O-9-1-3

乾

貴子 （九州大学大学院医学研究院保健学部門）

藤田

高齢パーキンソン病患者における睡眠薬処方実態
の評価
O-9-1-2

O-11-1-1

麻未 （大阪大学産婦人科）
HPV ワクチンと COVID-19ワクチンの接種意
向：子どもの性別による差異

O-12-2-3

藤山

理世 （神戸市保健所保健課）
神戸市における高齢者結核患者の VNTR 解析結
果について
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O-12-2-4

駒田（桜井）直美

O-13-2-4

Ichikawa Manabu

（茨城県立医療大学保健医療学部医科学センター）
感染管理専門介護職員養成プログラムの構築につ
いて
O-12-2-5

浦川美奈子 （公益財団法人結核予防会結核研究所対策支援部）

（芝浦工業大学システム理工学部）
令和2年7月豪雨における保健医療福祉活動タイ
ムラインの整理とその利活用法の検討
O-13-2-5

堀池

保健所における結核患者療養支援の方策〜結核の
低まん延と ICT 活用の視点から〜
O-12-2-6

糟谷

早織 （公益財団法人結核予防会結核研究所）

GIS と人流データ及び PLATEU による滞在人口
の経年比較
O-13-2-6

中山

日本入国前結核健診事業の最新情報（1）
：健診
実施医療機関候補の施設調査

10月8日（土）11:00〜12:00
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）
O-12-3-1

廣冨

川崎市における梅毒の発生状況−過去10年間の
動向と近年の報告数増加について−
O-12-3-2

池田

レセプトデータを用いた感染症の受療率推計
ロナ禍前後の比較
O-12-3-3

山田

山田

ン科学領域）
高齢者肺炎球菌ワクチンの接種率および接種関連
要因の検討: LIFE Study
O-12-3-5

市川

竹下

O-14-1-3

原

恒松

O-14-1-4

黄

O-14-1-5

新藤

O-14-1-6

愼

種村菜奈枝 （医薬基盤・健康・栄養研究所）

10月8日（土）11:00〜12:00
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）
O-14-2-1

相田

佐藤

俊太 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）

O-14-2-2

田中

大谷

隆浩 （名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学）
化学物質流出・拡散を想定した迅速対応統合プ
ラットフォームの開発

O-13-1-4

余田

O-13-1-5

加藤

原岡

寺裏

O-14-2-4

今村

O-14-2-5

菅河真紀子 （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）
日本人の献血・売血に対する意識に関する研究

智子 （松本看護大学看護学部看護学科）
O-14-2-6

飯地

裕子 （琉球大学医学部保健学科）
沖縄県において COVID-19に対応した感染症担
当保健師の困難

O-13-2-2

高杉

友 （浜松医科大学医学部健康社会医学講座）
災害発生を想定した際の地域住民が持つ共助実行
意思の研究：インターネット調査

O-13-2-3

相場

繁 （東北大学大学院医学系研究科）
被災後住居形態と肝機能指標に関する横断研究
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智紀 （全国健康保険協会宮崎支部）
協会けんぽ宮崎支部の医療 費 の 特 徴 に つ い て
（2019年度）

10月9日（日）11:00〜12:00
第8会場（YCC 県民文化ホール（練習室5）
）

當山

知明 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
第8次医療計画策定に向けた循環器疾患の医療政
策指標の検討

保健医療福祉調整本部の体制と運営

O-13-2-1

寛之 （自治医科大学地域医療学センター地域医療学部
門）
病院勤務医師の従たる従事先の保有に関する検討

裕一 （山形市健康医療部（山形市保健所））
山形市民における健康観察票を用いた COVID19罹患後症状の解析

O-13-1-6

O-14-2-3

悠介 （千葉県香取保健所）
新型コロナウイルス感染症対応における災害派遣
精神医療チーム活用の有効性

素子 （筑波大学大学院人間総合科学学術院人間総合科
学研究群パブリックヘルス学位プログラム保健医
療政策学）
百日咳含有ワクチンの思春期児童への追加接種に
関する費用効果分析

東日本大震災後の心理的苦痛が LDL コレステ
ロール値の経年変化に及ぼす影響
O-13-1-3

直樹 （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科政
策・メディア専攻）
パネルデータに基づく薬価制度改革の政策評価

新たな食品健康影響評価を踏まえた効果的なリス
クメッセージ開発とその有用性の検討
O-13-1-2

重虎 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
急性心筋梗塞のリスク調整死亡率の二次医療圏間
の差とその関連要因

第13分科会 健康危機管理

O-13-1-1

琢磨 （山梨大学医学部社会医学講座）
山梨県民を対象とした病院勤務医による夜間救急
医療相談電話事業の初期検証

高齢者施設における結核患者の早期発見のための
取組に関する一考察

10月9日（日）10:00〜11:00
第8会場（YCC 県民文化ホール（練習室5）
）

清敏 （日本薬科大学薬学研究科）
LMDI 法を用いた日本の公立病院の医業費用推移
の要素分解分析

守佑 （三重県伊勢保健所）
沙織 （鹿児島県名瀬保健所）

広司 （横浜市立大学国際商学部）
医師少数地域の医師確保に向けた兼業医師の実態
把握

コロナ禍におけるマダニ媒介感染症
O-12-3-6

沙希 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
KDB を用いた医療区分1入院患者の介護・医療
介入の現状と予後の解析

〜

直輝 （神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーショ

照幸 （亀田総合病院リハビリテーション科）
保険診療から見たリハビリテーション関連医療費
の動向

O-14-1-2

大阪市における菌陽性小児肺結核患者の分析
小児結核の早期発見を目指して〜
O-12-3-4

小山

コ

祥子 （大阪市保健所）

医療制度・医療政策

10月8日（土）10:00〜11:00
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）
O-14-1-1

俊也 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）

千尋 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
原発事故後の関東地方の放射線健康影響不安と情
報源・メディアの関連

第14分科会

匡志 （川崎市健康安全研究所）

諒 （大阪医科薬科大学看護学部公衆衛生看護学分野）

第15分科会

公衆衛生従事者育成

10月8日（土）9:00〜10:00
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）
O-15-1-1

建部

壮 （国際医療福祉大学成田病院救急科）
若手救急医のキャリア満足度に影響を与える専門
研修プログラムの諸因子についての分析

O-15-1-2

藤田登志美 （静岡県精神保健福祉センター精神保健福祉斑）
児童相談所に配置されている保健師の保健活動に
関する実態調査
第一報：配置の実態

O-15-1-3

印南

O-17-1-2

龍大 （熊本大学大学院生命科学研究部公衆衛生学講座）

蕪

簡易型自記式食事歴法調査票（BDHQ）を用い
た翼状片罹患者の食事に関する横断的調査
O-17-1-3

奈由 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

池田

彩佳 （筑波大学医学群医療科学類）

国立健康・栄養研究所国際栄養情報センター）
各減塩目標量を達成した場合の循環器疾患関連医
療費抑制効果

中年者・高齢者における「ACP をするつもりが
ない」ことに関連する要因の検討
O-15-1-4

萩原

智代 （日本赤十字秋田看護大学看護学部）

O-17-1-4

五十嵐有香 （東北大学大学院医学系研究科）

地域包括支援センター担当圏域の相談票の分析及
びマッピングによる地域診断演習の試み
O-15-1-5

芳我ちより （香川大学）

生活習慣病の既往がない者における食事パターン
と受診行動および医療費の関連
O-17-1-5

寛華 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究

佐藤

科）
「避難所における栄養の参照量」の改定と活用
ツール作成のためのグループインタビュー

ハンセン病隔離政策に学ぶ公衆衛生看護倫理教育
の国際プログラム試案の検討
O-15-1-6

佐藤

香織 （放送大学大学院修士課程）
中核市保健所の保健師現任教育の評価と活用

O-17-1-6

亜月 （大阪市立大学大学院生活科学研究科）

酒井

平日と休日における等価所得と食品群並びに栄養
素等摂取量の関連

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健
10月9日（日）9:10〜10:10
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）
O-16-1-1

小嶋

坂本

佐藤

靖丈 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）

遠又

世帯年収と食事関連 QOL との関連：JACSIS 研
究（2021年調査）による横断研究
O-17-2-2

友香子 （東京医科歯科大学）

谷

調理技術は健康の決定要因か？肥満とやせとの関
連：JAGES データ

珠江 （東京都南多摩保健所）
新型コロナウイルス感染症発生時におけるデジタ
ル技術を活用した患者管理の実際

O-16-1-3

O-17-2-1

雅代 （名古屋市健康福祉局）
ＫＤＢデータと自記式質問紙調査を用いたフレイ
ルハイリスク者の把握

O-16-1-2

10月7日（金）16:50〜17:50
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）

O-17-2-3

春佳 （静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府食品

川畑

栄養科学専攻公衆衛生学研究室）
内臓脂肪面積に対する脂肪酸摂取量と赤血球膜脂
肪酸構成割合、遺伝的要因の季節の関連

拓代 （公益社団法人母子保健推進会議）
子育て世代包括支援センターの効果的展開〜第2
報県型保健所調査〜

O-16-1-4

町井

涼子 （国立がん研究センターがん対策研究所がん医療

O-17-2-4

晃子 （静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府食品

川島

栄養科学専攻公衆衛生学研究室）
四季変動を考慮した肥満に対する高たんぱく質食
品摂取量と腸内細菌叢の関連

支援部検診実施管理支援室）
新型コロナウィルス感染症による住民がん検診の
受診者数への影響
O-16-1-5

渡井いずみ （浜松医科大学医学部看護学科地域看護学講座）

O-17-2-5

佳代 （昭和女子大学食健康科学部健康デザイン学科）

黒谷

若い世代の小学生の頃の食生活と現在の経済状況
と主食・主菜・副菜の揃った食事の関連

自治体における中小企業への健康づくり支援のプ
ロセス
O-16-1-6

鈴木

剛 （千葉県香取保健所）

O-17-2-6

Sakamoto Tatsuaki
（熊本県立大学環境共生学部）
若い世代は主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
を正しく認識できているのか？

ピアサポーターにより職員が変わる、地域が変わ
る〜不安から安心への地域づくり〜

10月9日（日）10:10〜11:00
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）
O-16-2-1

Akimoto Yujiro
（harmo 株式会社）
予防接種管理 PHR システムを活用した接種事故
防止、接種後フォローアップ体制の実現

O-16-2-2

井後

純子 （愛知県春日井保健所）
コロナ禍における幼稚園保育園等施設での『歯み
がき』
『フッ化物洗口』について

O-16-2-3

乾

愛 （株）ニッセイ基礎研究所）
新型コロナウイルス感染症対策における保健所全
数調査（2）コロナ対応業務と工夫点

O-16-2-5

10月7日（金）15:50〜16:40
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）

木ノ脇

O-18,
19-1-2

南

O-18,
19-1-3

丹野

檜垣

O-18,
19-1-4

亀尾

O-18,
19-1-5

玉島

利根川におけるウナギのセシウム量の推移につい
て

第17分科会 公衆栄養

麗衣 （公益社団法人鹿児島県薬剤師会試験センター）
栄養成分表示の表示値と分析値の比較検討

佳郎 （東北大学大学院医学研究科医科学専攻総合医療
学分野）
大規模災害時における医薬品供給〜薬剤師の活動
と災害薬事コーディネーターの役割〜

史郎 （大阪市保健所）
大阪市における新型コロナウイルス感染症流行期
の病院書類審査と流行前実地立入検査

賢 （香取保健所食品機動監視課）

O-18,
19-1-1

福島富士子 （東邦大学看護学部）
子育て世代包括支援センターの効果的展開〜第1
報都道府県調査〜

O-16-2-4

第18分科会 健康運動指導
第19分科会 食品衛生・薬事衛生

洋司 （花王株式会社）
地域在住尿失禁中高年者を対象とした歩行・筋力
トレーニングの効果について

麻理 （特定非営利活動法人日本足育プロジェクト協会）
ー中高年女性の足育ー丸太を用いた足趾把持力運
動指導による浮き趾改善に関する報告ー

10月7日（金）15:50〜16:50
第7会場（YCC 県民文化ホール（練習室4）
）
O-17-1-1

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）
都市部在住高齢者における BMI および食品摂取
の多様性と要支援・要介護リスクとの関連
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第20分科会 産業保健
10月9日（日）9:00〜10:00
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-20-1-1

玉美 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医

吉田

療疫学）
労働者における新型コロナウイルスへの恐怖感と
緊急事態宣言中の慢性疼痛の悪化の関係
O-20-1-2

国際保健

10月7日（金）16:50〜17:50
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-22-1-1

朋有 （産業医科大学病院総合診療科）

森

地域医療が在留外国人を包摂するために必要な条
件：日本人医療者への質的調査
O-22-1-2

晋 （三重大学大学院医学系研究科地域看護学分野）

谷村

剛志 （富山大学学術研究部疫学・健康政策学講座）

立瀬

共分散構造分析による職場環境満足とハラスメン
ト因子との包括的関連性の検討
O-20-1-3

第22分科会

ネパールにおいて民族性と地域性のどちらが避妊
の実行により影響を与えるのか
O-22-1-3

明人 （UHC2030）

渡部

浅井ゆかり （順天堂大学医学部公衆衛生学講座）

ユニバーサルヘルスカバレッジに関する国連ハイ
レベル政治会合における説明責任の現状

医療通訳者の離職予防に関する研究
O-20-1-4

美奈子 （摂南大学農学部食品栄養学科）

森

O-22-1-4

牧子 （JICA 緒方貞子平和開発研究所）

駒澤

COVID-19感染拡大下における勤労者の健康意
識や健康行動への影響因子の解析
O-20-1-5

各務

竹康 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）

ウガンダにおいて COVID-19の感染を抑えてい
る要因：地域中核病院における定性研究
O-22-1-5

安齋寿美玲 （京都大学大学院医学研究科）

新型コロナウイルス感染症流行前後の医学部教員
ワークライフバランスの変化
O-20-1-6

小林

秀行 （労働安全衛生総合研究所）

日本国内における難民保健医療に関する文献レ
ビュー
O-22-1-6

千歳 （岡崎市保健所）

佐藤

就業者のケイパビリティと属性の関連の検討

10月9日（日）10:00〜11:00
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-20-2-1

島崎

大 （国立保健医療科学院生活環境研究部水管理研究
領域）
国内の水道水における硝酸塩・亜硝酸塩・硫酸塩
の存在状況

O-20-2-2

柳

宇 （工学院大学建築学部建築学科）

新型コロナ発生時における在日外国人の言語に関
する対応事例に関する調査

第23分科会

保健医療介護サービス研究

10月9日（日）11:00〜12:00
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-23-1-1

雪瑩 （国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部）

金

特別養護老人ホームにおける介護職の離職に関連
する施設特徴

建築物の空調換気設備と環境衛生の実態その1空
調・換気方式別における空気環境の比較
O-20-2-3

大塚

俊昭 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）

O-23-1-2

愛 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）

鈴木

介護保険施設入所前の福祉用具貸与サービス利用
状況の実態：車いすに着目して

職域労働者における肥満と労働災害被災リスクと
の関連性
O-20-2-4

堀内

聖也 （医療法人甲療会赤坂台病院）

O-23-1-3

Takayama Tomoko
（国立がん研究センターがん対策研究所がん情報
提供部）
がん診療連携拠点病院がん相談支援センターの利
用状況と医療の質との関連に関する研究

介護職員における就業継続と早期離職に関連する
要因
O-20-2-5

佐藤愛咲子 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
生活習慣とうつ発症との関連についての前向き研
究

O-20-2-6

O-23-1-4

保険者機能強化推進交付金評価指標と高齢者の社
会参加：JAGES マルチレベル横断研究

岡田結生子 （野村證券健康保険組合）
契約健診機関の「がん検診精度管理」実態把握と
職域における課題の検討

O-23-1-5

地域包括ケア指標の開発
O-23-1-6

10月7日（金）16:50〜17:50
第4会場（YCC 県民文化ホール（練習室1）
）

中田

陽子 （山梨県衛生環境研究所微生物部）
イネ科及びブタクサ花粉の飛散と植生分布に関す
る研究

O-21-1-2

藤本万理恵 （京都大学大学院医学研究科）
わが国における新型コロナウイルス感染症流行中
の熱中症リスク減少の推定

O-21-1-3

原田

浩二 （京都大学医学研究科環境衛生学分野）
日用品中のペルフルオロアルキル化合物の含有量
調査

O-21-1-4

龍田

希 （東北大学大学院医学系研究科）
水銀曝露が妊娠糖尿病のリスク要因となりうる
か：エコチル調査より

O-21-1-5

金

勲 （国立保健医療科学院）
ハウスダスト中 SVOC（半揮発性有機化合物）
濃度に関する全国調査

O-21-1-6

東

賢一 （近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）
一般住宅の床ダスト中リン酸エステル類による居
住者への健康リスク
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楓 （芝浦工業大学理工学研究科システム理工学専攻）

藤田

潤 （筑波大学大学院）

小宮山

2021年介護報酬改定前後における要支援者の
リハビリテーション関連サービス利用の変化

第21分科会 環境保健

O-21-1-1

一茂 （千葉大学）

井手

第24分科会

新型コロナウイルス感染症

10月8日（土）9:00〜10:00
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-24-1-1

澤村

直彦 （京都大学医療経済学）
COVID-19対策に関わる各種ステークホルダー
からの記述回答の検討：全国意見調査

O-24-1-2

中西

香織 （札幌市保健所）
第6波の施設クラスターにおける covid19陽性
率の解析とクラスター支援の方向性について

O-24-1-3

湯川

達 （港区みなと保健所）
保育施設におけるオミクロン株感染による
COVID-19の適切な感染対策の検討

O-24-1-4

木村

雅芳 （静岡県西部保健所）
静岡県西部保健所管内の新型コロナウイルス感染
症診療体制について

O-24-1-5

松澤

知 （新潟県福祉保健部）
新潟県における COVID-19重症化予測スコアに
よるトリアージの妥当性と新モデルの検討

O-24-1-6

林

克磨 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻環
境衛生学分野）
サーベイランスデータを用いたワクチン予防効果
の持続期間の推定

10月8日（土）10:00〜11:00
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-24-2-1

沼田

鈴木恵美子 （山形県最上保健所）
医療資源の乏しい地域における新型コロナクラス
ター対応の工夫について

O-24-2-3

尾島

俊之 （浜松医科大学健康社会医学講座）
新型コロナウイルス感染症流行による市町村の保
健事業や地域住民の健康の変化

O-24-2-4

Takahashi Tomoko
（札幌市保健所医療対策室疫学調整班）
コロナ禍における ICN と行政が連携した地域支
援活動の取り組み

O-24-2-5

本田

昼間

八田

O-24-5-2

Kikuchi Aya（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
精神科病院における COVID-19クラスター対応
と考察

O-24-5-3

緒方

O-24-5-4

柳樂真佐実 （島根県隠岐支庁隠岐保健所）
離島（隠岐諸島）における新型コロナウイルス感
染症への対応

O-24-5-5

高木

O-24-5-6

横塚

10月8日（土）15:30〜16:30
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-24-6-1

四方

O-24-6-2

岡田

太刀川栞菜 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
Go To Eat キャンペーンの利用と新型コロナウ
イルス感染との関連

O-24-6-4

中島

水澤

佑太 （板橋区保健所）

O-24-6-5

武藤

小林

鉄郎 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻）
クルーズ船内での新型コロナウイルス感染症集団
発生におけるの感染者数の推定

O-24-3-5

堀切

将 （相双保健福祉事務所）

O-24-6-6

森

池田

若葉 （三重大学医学部附属病院疫学センター）
新型コロナウイルス感染症拡大が出生率に及ぼす
影響に関する文献的検討

10月8日（土）13:30〜14:20
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-24-4-1

山中

美奈 （名古屋市役所名古屋保健所中保健センター）
名古屋市中区の COVID-19患者に対する HERSYS を活用した健康管理とその効果

O-24-4-2

安齋

麻美 （京都大学大学院医学研究科）
ヒト移動による新型コロナウイルス感染症の空間
的拡大の研究

O-24-4-3

羽山

実奈 （八尾市保健所）
中核市やおの COVID-19感染拡大の検証

O-24-4-4

山中

菜未 （花王株式会社生物科学研究所）

喜郎 （香川大学医学部衛生学）
テキストマイニングを用いた COVID ー19の3
回目ワクチン接種に対する医療者の意識調査

10月8日（土）16:30〜17:30
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）
O-24-7-1

井口

竜太 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
機械学習を用いた病院前受診患者のアンダートリ
アージを予測するモデルの作成

発症後検査が陰性であった新型コロナウイルス感
染症患者の検討
O-24-3-6

剛 （北里大学医学部衛生学）
COVID-19感染予防対策コンサルテーション：
クラスター化を阻止する換気評価と改善

板橋区新型コロナウイルス感染症自宅療養者医療
サポート事業（第1報）
：概要と報告
O-24-3-4

一敏 （大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科）
COVID-19対策における基本的な感染予防策と
重点措置の効果に対する市民の認識調査

第6波から学ぶ感染症法上の分類変更を見据えた
高齢 COVID-19患者の療養のおける課題
O-24-3-3

雄大 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻環
境衛生学分野環境衛生学分野）
特異スペクトラム解析を用いた COVID-19と滞
留人口データの相関についての検証

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）Spike 領
域の遺伝子解析による変異株検出について

華純 （福井県丹南健康福祉センター）

哲 （京都府山城北保健所）
COVID-19感染症：病院クラスターと入所施設
クラスターの比較

O-24-6-3

奥島

由美 （厚生労働省東京検疫所羽田空港検疫所支所）
水際対策から Covid-19を考える

10月8日（土）11:00〜12:00
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）

O-24-3-2

剛 （群馬県伊勢崎保健福祉事務所）
群馬県における COVID-19陽性妊婦に対する医
療体制と臨床的予後について

詩織 （群馬県渋川保健福祉事務所）

鈴木理恵子 （神奈川県衛生研究所微生物部）

剛 （茨城県潮来保健所）
新型コロナウイルスの家族二次感染率

群馬県における小児新型コロナウイルス感染症に
ついての検討

O-24-3-1

太一 （静岡社会健康医学医学大学院大学）
高齢者の COVID-19ワクチン接種行動に関わる
要因探索:静岡ワクチン接種研究1

雄大 （京都大学大学院医学研究科医療経済学）
自 治 体、保 健 所、病 院 等8つ の 立 場 に よ る
COVID-19対策への評価：全国意見調査

O-24-2-6

O-24-5-1

誉理 （神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション
研究科）
新型コロナウイルスワクチン接種における健康格
差の検証：都道府県別パネルデータ分析

O-24-2-2

10月8日（土）14:30〜15:30
第5会場（YCC 県民文化ホール（練習室2）
）

O-24-7-2

門倉

圭佑 （千葉県衛生研究所感染疫学研究室）
全ゲノム解析によって判明した千葉県の新型コロ
ナウイルス（デルタ株）症例の特徴

O-24-7-3

大谷可菜子 （国立感染症研究所）
日本における新型コロナウイルス感染症の性別・
年齢の推移と波別の特徴

O-24-7-4

小野

聡枝 （神奈川県健康医療局健康増進課）
新型コロナウイルス感染症の神奈川モデルにおけ
る本部保健師の役割

O-24-7-5

阿部真紀子 （福岡大学医学部衛生・公衆衛生学講座）
婚姻状態・同居者の有無別にみた COVID19流
行による生活環境の変化の相違

O-24-7-6

高橋

佑紀 （大阪府藤井寺保健所企画調整課）
政府発出の宣言等と COVID-19の陽性者減少ト
レンドとの時間関係（大阪）

小学生の COVID-19感染対策に関する観察研究
第1報〜非薬物的対策の効果〜
O-24-4-5

内田

満夫 （群馬大学医学部公衆衛生学教室）
小学生の COVID-19感染対策に関する観察研究
第2報〜手洗い行動の考察〜
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EO-3-2

Okubo Reiko（Department of Health Care Policy and
Health Economics, Faculty of Medicine,
University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki,
Japan）
Cost effectiveness of oral care intervention for nursing homes residents

English Session/Oral
10月8日（土）13:30〜14:10
（YCC 県民文化ホール（練習室5））
EO-1-1

SulaimanHaares Zuhal
（HokkaidoUniversity）
Smoking start and quitting age on all
causes and cause specific mortality
（Division of Health Sciences, Graduate
School of Medicine, Osaka University）
Lifestyle risk factors for rapid decline in
estimated glomerular filtration rate

EO-1-2

Li Yaya

EO-1-3

Deng Shiqi （Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba.）
Risk factors for lung capacity in health
check-up population

EO-1-4

EO-3-3

Ota Masaki （Research Institute of Tuberculosis）
A retrospectively detected diffused tuberculosis outbreak, Japan, 2012-2014

EO-3-4

Hirao Susumu
（Research Institute of Tuberculosis, Japan Anti-Tuberculosis Association）
IGRA-positivity in students of Japanese
language schools, 2013-2020.

EO-3-5

Matsuki Taizo
（School of Health of Innovation, Kanagawa University of Human Services）
Evaluation of gut microbiome by data envelopment analysis in the ME-BYO cohort

Sirait Lady Margaretha Febriany
（Jakarta Provincial Government , Department of Health）
Risk factors of female cancer in the
screening program in Jakarta,Indonesia

10月8日（土）16:20〜17:10
（YCC 県民文化ホール（練習室5））
EO-4-1

Harada Nahoko
（Department of Nursing Science Faculty
of Interdisciplinary Science and Engineering
in Health Systems Okayama Univesity）
Changes in place of death for dementia
patients: time-series analysis

10月8日（土）14:20〜15:20
（YCC 県民文化ホール（練習室5））
EO-2-1

Inthaphatha Souphalak
（Department of Healthcare Administration, Nagoya University Graduate School
of Medicine）
Period teasing behavior among male students in Luang Prabang Province, Lao
PDR

EO-2-2

Tran Thao Vi
（Department of Global Health Entrepreneurship, Tokyo Medical and Dental University）
Medical students' smoking status and attitudes to tobacco control in Vietnam

EO-2-3

Sari Gita nirmala

Zhen Du

EO-4-3

Araki Shuichiro
（Tochigi Plant, Bridgestone Corporation）
COVID-19 and chronic disease burden
among countries' ongoing social development

EO-4-4

Khairunnisa Salsabila
（Laboratory Community Health and Nutrition of the Department of Bioscience of
Ehime University）
Association Between Dietary Fat Intake
and Mild Cognitive Impairment

EO-2-5

Tietie Fusi Masina
（Graduate School of Public Health, International University of Health and Welfare）
Psychosocial status during Measles Outbreak between 2019-2020 in Samoa

EO-2-6

Matsukura Hanayo
（Department of Global Health Promotion
Tokyo Medical and Dental University
（TMDU）
）
Association between adverse childhood
experiences and marital status

10月8日（土）15:20〜16:10
（YCC 県民文化ホール（練習室5））
EO-3-1
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Sugihara
Shinobu

（Health service center, Shimane university）
Sleep Disorders and IA are Associated
with Depression in University students

Nishiura Hiroshi
（Graduate School of Medicine, Kyoto University）
Constructing COVID-19 immune landscape
in Japan

（Osaka University Graduate School of
Medicine Social Medicine Department）
Short sleep duration at night is associated with obesity in preschool children
EO-2-4

（Department of Social Epidemiology Graduate
School of Medicine and School of Public
Health Kyoto University）
Interaction of physical activity and sedentary behavior associated with dementia

EO-4-2

EO-4-5

Ueda Minami（Kyoto University School of Public Health）
Estimation of the basic reproduction number of the COVID-19 Delta variant

一般演題（示説）一覧
※「示説 - 分科会№ - 演題発表№」
例）

P-1-1

第1分科会

疫学・保健医療情報

P-1-1〜P-1-24

第2分科会

ヘルスプロモーション

P-2-1〜P-2-22

第3分科会

生活習慣病・メタボリックシンドローム

P-3-1〜P-3-45

第4分科会

保健行動・健康教育

P-4-1〜P-4-25

第5分科会

親子保健・学校保健

P-5-1〜P-5-104

第6分科会

高齢者の QOL と介護予防

P-6-1〜P-6-59

第7分科会

高齢者の医療と福祉

P-7-1〜P-7-23

第8分科会

地域社会と健康

P-8-1〜P-8-31

第9分科会

難病・障害の医療と福祉

P-9-1〜P-9-10

第10分科会

精神保健福祉

P-10-1〜P-10-18

第11分科会

口腔保健

P-11-1〜P-11-26

第12分科会

感染症

P-12-1〜P-12-19

第13分科会

健康危機管理

P-13-1〜P-13-24

第14分科会

医療制度・医療政策

P-14-1〜P-14-19

第15分科会

公衆衛生従事者育成

P-15-1〜P-15-34

第16分科会

保健所・衛生行政・地域保健

P-16-1〜P-16-21

第17分科会

公衆栄養

P-17-1〜P-17-22

第18分科会

健康運動指導

P-18-1〜P-18-11

第19分科会

食品衛生・薬事衛生

P-19-1〜P-19-10

第20分科会

産業保健

P-20-1〜P-20-19

第21分科会

環境保健

P-21-1〜P-21-19

第22分科会

国際保健

P-22-1〜P-22-9

第23分科会

保健医療介護サービス研究

P-23-1〜P-23-6

第24分科会

新型コロナウイルス感染症

P-24-1〜P-24-81

第25分科会

その他

P-25-1〜P-25-2

EP

English Session

EP-1〜EP-26
59

P-5-5

千春 （熊本大学生命科学研究部健康科学講座）

谷川

P-5-27

宣子 （関西国際大学保健医療学部看護学科公衆衛生看

松田

護学領域）
子育て世代包括支援センターの機能および役割に
関する実態調査

知的障害を伴わない発達障害児の保護者の育児不
安に関する文献検討
P-5-6

令嗣 （山梨大学社会医学講座）

小島

世帯収入と子どもの3歳時のアレルギー疾患との
関連：エコチル調査より
P-5-7

P-5-29

朝子 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生

中川

学）
小児における24時間クレアチニン排泄量予測の
ための各種式の比較
P-5-30

里沙子 （京都看護大学）

林

周産期の女性の意思決定葛藤への意思決定ガイド
を用いた支援：文献レビュー

小倉加恵子 （鳥取県子育て・人財局家庭支援課）
鳥取県における5歳児健診のスクリーニングとし
ての有効性の検討

P-5-10

障害児を持つ母親の就労に関する文献検討―就労
促進要因・阻害要因に焦点をあてて―

享 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

喜屋武

青少年における健康行動の経済的不平等は
COVID-19パンデミック前後で異なるか
P-5-9

美希 （山梨県立大学看護学部）

金井

里程 （国立保健医療科学院政策技術評価研究部）

上原

「健やか親子21（第2次）」基 盤 課 題 B の 指 標
を用いた地域相関の観察
P-5-8

P-5-28

P-5-31

大串友莉咲 （港区みなと保健所）
多角的屈折検査機器の導入を通じた3歳児健診の
質の向上について

彩見 （新見公立大学健康科学部看護学科）

中川

乳幼児をもつ母親の不安全行動の実態
P-5-11

Takei Yusuke
（山梨大学大学院総合研究部）
産後うつ病に関する保健師の学習ニーズについて
の実態調査

P-5-12

P-5-16

小林こころ （神奈川県立こども医療センター）
看護師が捉えた，思春期1型糖尿病患者の自立へ
の移行において患者会が果たす役割
緒方

佐竹

由貴 （和歌山県湯浅町役場健康推進課）

青年前期における睡眠習慣と不適応行動との関連
湯浅町年中児の SDQ 得点分布と特徴：5歳児健
診事業データの分析と可視化による利活用
P-5-34

松岡

佳美 （世田谷区児童相談所）
世田谷区児童相談所保健師の活動報告〜児相保健
師業務マニュアル・まとめの作成〜

P-5-35

横尾

美星 （一般社団法人ラブテリ）
日本人小児の血中ヘモグロビン濃度とその関連因
子の検討

濱浦

P-5-36

津村

千賀 （御坊市役所）
子育て世代包括支援センター「にっこりあ」和歌
山県御坊市の取組（第2報）

P-5-37

亀井

瑞生 （御坊市役所）
新型コロナウイルス感染症流行下の母子保健事業
を振り返って

靖恵 （佛教大学保健医療技術学部看護学科）
経済不安と乳児を持つ母親の心身の状況との関連

P-5-17

P-5-33

坂本めぐみ （公立小松大学保健医療学部看護学科）
公立学校児童生徒におけるインターネットゲーム
使用の現状と意識

P-5-15

陸也 （京都大学大学院医学研究科）

越智真奈美 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
産後早期の質問票を活用した、母親の育児困難お
よび虐待傾向のリスク評価尺度の検討

P-5-14

細川

奈津代 （東京大学薬学系研究科育薬学講座）

柳

保育園児の父親・母親が子どもに「指示どおり与
薬する」ための支援の検討
P-5-13

P-5-32

P-5-38

Kato Sayaka（名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生
学）
小児におけるメディアツール使用が与える自閉症
傾向への影響

弘美 （大阪医科薬科大学看護学部公衆衛生看護学分野）
発達が気になり児童発達支援センターの親子療育
に参加している2歳児の母親の体験

P-5-18

石橋

優子 （久留米大学医学部公衆衛生学講座）

P-5-39

平林今日子 （京都大学大学院医学研究科エコチル調査京都ユ
ニットセンター）
育児中の女性が抱える就労にまつわる課題：エコ
チル調査参加者を事例として

高校生におけるいわゆる「生理の貧困」問題につ
いて
P-5-19

畠山

典子 （大阪公立大学大学院看護学研究科）
担当保健師による継続支援体制を導入した自治体
保健師のモチベーションに関する研究

P-5-20

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）
児童相談所における関係機関等との連携の実態と
課題

P-5-21

小川

将 （東京都健康長寿医療センター研究所）
産後ケア事業と高齢者ボランティアによる世代間
交流プログラムの実装と評価

P-5-22

杉浦

至郎 （あいち小児保健医療総合センター保健センター
保健室）
愛知県内1歳6か月児健康診査における身長測定
法に関する実態調査

P-5-23

村上

慶子 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
妊娠中の社会的孤立と産後ボンディング障害の関
連：三世代コホート調査

P-5-24

中島

櫻井

肥田

佳美 （椙山女学園大学看護学部）
家庭で乳児を育児する母親の気持ちに関連する諸
要因

P-5-41

渡邊

智 （株式会社バスクリン）
子育て家庭での浴槽浴頻度，入浴剤使用と入浴嗜
好，入浴法意識の関連

P-5-42

小番

美鈴 （株式会社バスクリン）
未就学児における寝付きに要する時間の実態と入
浴習慣との関連要因分析

P-5-43

村岡美由紀 （北栄町教育総務課）
保健・学校行政協働型「生きるための力の教育」
の推進

P-5-44

江崎

道代 （名古屋市中央児童相談所相談課）
児童相談所における保健師の役割の省察

P-5-45

舩越

弥生 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
小学4年生における4年後の肥満発症を予測する
リスクスコアの開発

素子 （金沢医科大学医学部衛生学）
高校生における授業中の居眠りと睡眠習慣・生活
習慣との関連

P-5-25

P-5-40

P-5-46

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）
妊婦の心理的苦痛、教育歴、世帯収入と児の先天
性心疾患との関連：エコチル調査より

勝 （金沢医科大学医学部衛生学）
高校生における6時間未満の睡眠と心と体の不調
の関連

P-5-26

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）
COVID-19の活動制限が小児の肥満に与えた影
響：11万人の学校健診情報による検討

P-5-47

Suzuki Keizo
（札幌医科大学医学部公衆衛生学講座）
砂糖消費量推移と学校保健のう蝕有病率推移の相
関、99年間の社会的実証例
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P-5-48

石井

英子 （岐阜保健大学）

P-5-70

藤村保志花 （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）

コロナ禍2年間の学校評価からの保護者と児童生
徒の認識状況の比較検討
P-5-49

吉田

美和 （元国際医療福祉大学大学院修士課程）

児童虐待対応において支援関係を形成する際の児
童相談所保健師の思考と行動
P-5-71

清水

関東近郊に住む在日外国人の妊娠期の体験
P-5-50

P-5-51

母親への児童虐待予防の個別支援からグループに
つなげるための保健師の取り組み

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）
放課後等デイサービスの利用者家族及び支援者の
自己効力感の違い

後藤

史子 （千葉県柏児童相談所）

P-5-72

奥野みどり （群馬医療福祉大学看護学部）
群馬県におけるコロナ禍での1歳6か月児健康診
査（SACS-J-SV（1歳6か月児）
）の取組み

P-5-73

水田

児童相談所における保健師の役割〜柏児童相談所
での保健師活動と職員アンケートから〜
P-5-52

関

美雪 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）

田野中恭子 （佛教大学保健医療技術学部看護学科）

P-5-74

大塚雄一郎 （日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
高校生に対する保健教育がインターネット問題使
用に及ぼす効果の検討

P-5-75

土江

ヤングケアラー・精神疾患の親とその子どもに関
する学校教員への講習効果の検証
P-5-54

池田佐知子 （西九州大学看護学部看護学科）

P-5-76

高木

P-5-56

P-5-57

加藤

P-5-59

楠田

佐藤

土田

美樹 （国立保健医療科学院生涯健康研究部公衆衛生看
護研究領域）
幼児を持つ親の家族エンパワメント尺度の子ども
の年齢別の適応可能性
暁子 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）

P-5-78

植田紀美子 （関西大学人間健康学部）
発達が気になる子どもに関する子育て世代包括支
援センターへの相談状況と対応

P-5-79

並木

辻

京子 （香川大学医学部看護学科地域看護学科）

P-5-80

板東

P-5-81

新井

P-5-62

P-5-82

中山

P-5-63

須山

P-5-64

中村

甲斐恵理子 （大分県東部保健所）
大分県中央児童相談所における効果的な性教育の
あり方について

P-5-84

北瀬

内田香奈絵 （筑西市こども部母子保健課）

P-5-85

Inoue Miyuki（和歌山県立医科大学保健看護学部）
早産児とその親のための早期介入プログラムの効
果：Scoping Reviews

P-5-86

鳥井

西地

令子 （第一薬科大学看護学部）

P-5-87

須田

桃井

克将 （徳島文理大学保健福祉学部人間福祉学科）

P-5-88

大澤

青柳

P-5-89

Yamaguchi Shinobu

P-5-69
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松村

（茨城県立医療大学保健医療大学看護学科公衆衛
生看護学）
全国市町村における5歳児全員を対象とした健康
診断の実施と課題

千春 （高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科）
学 齢 期 の 子 ど も の 健 康 支 援 に お い て SC 及 び
SSW が捉えている学校との連携上の課題

健太 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）
妊娠中のソーシャルサポートと産後うつとの関
連：エコチル調査

絵里 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
児の発達の遅れがある母親の育児困難感と発達相
談支援受診の関連

小学生における首尾一貫感覚とやせ願望、および
その関連要因の検討
P-5-68

由紀 （山梨県立大学看護学部）
育てにくさを感じている親と判断する際の保健師
の年代別によるアセスメント視点の特徴

妊娠・出産・育児における看護職の対応への認識
や保護者のニーズ調査
P-5-67

真美 （三重県津市健康づくり課）
産後ケア事業における産婦の不安の変化

1歳6か月児のメディア視聴時間・生活リズムの
それぞれとの発達の関連性について
P-5-66

晶子 （富山大学エコチル調査富山ユニットセンター）
出生コホート調査参加者の対面検査の受検と質問
票提出状況：エコチル調査

晴信 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
大学生における減量に関する意思決定バランスと
社会的圧力および性格特性との関係

P-5-65

P-5-83

聡 （北海道大学病院児童思春期精神医学研究部門）
在胎週数、出生時体重と5歳時の精神神経発達と
の関連についての検討：北海道スタディ

久子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
自閉スペクトラム症児における運動継続が Wellbeing に及ぼす影響

小原久未子 （関西医科大学医学部衛生・公衆衛生学講座）
コロナ禍における小学生の身体活動量や運動への
意欲の変化について

響子 （筑波大学人間総合科学学術院）
思春期小児がんサバイバーの首尾一貫感覚とがん
病歴，学校生活，精神健康との関係

中野渡由佳里（前橋市役所子育て支援課）
妊婦歯科健康診査結果と母の歯に関する保健行動
と児の健康状態との関連

利枝 （日本赤十字秋田看護大学大学院共同看護学専攻）
保育所等における死亡事故の傾向―教育・保育施
設等における事故報告集計を用いて―

小学校の養護教諭が捉えるヤングケアラーの実態
P-5-61

陽子 （前東京都立大学都市環境科学研究科）
ネガティブな被養育経験を有する母親に対する保
健師の支援プロセス

妊娠中の魚介類・n-3系脂肪酸摂取と出生児の睡
眠との関連：エコチル調査より
P-5-60

美奈 （杏林大学保健学部看護学科看護養護教育学専攻）
コロナ禍における学童の骨評価値についての一考
察

則子 （十文字学園女子大学幼児教育学科）
女性保護者の地域とつながる力と子育て支援資源
活用に関する検討

P-5-58

P-5-77

江上千代美 （福岡県立大学看護学部）
発達障がいの診断前の未就学児をもつ親の子育て
レジリエンスと子育ての適応

由佳 （京都大学医学部人間健康科学科先端看護科学
コース）
月経前症候群に関するランダム化比較試験の介入
の種類と効果についての文献検討

外間知香子 （琉球大学医学部保健学科）
沖縄県内の自治体において妊娠届出時に把握して
いる情報の特徴

梨奈 （島根大学地域・老年看護学講座）
外国にルーツを持つ子どもの養育環境における支
援〜居住支援者へのインタビュー調査〜

児童相談所における社会的養護児童の保健医療情
報把握に関する困りごと検討
P-5-55

明子 （鹿児島大学医学部保健学科地域看護学講座）
非常事態宣言下における保護者の主観的健康感と
小学生の生活状況との関連

乳児を持つ母親の育児情報に関するインターネッ
ト利用の実態
P-5-53

洋子 （東京女子医科大学看護学部）

P-5-90

土井

理美 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
子育て環境診断・スキル向上サイト
「もしプリ」：
2.東京都八丈町への導入と効果検証

演題取り下げ

（School of Public Health Kyoto University）
Recovering the country-specific incidence
of COVID-19 from quarantine data

EP-25

Liu Shiqi

EP-26

Yamauchi Daigo
（School of Medicine, Hokkaido University）
Psychological Effects of Covid-19 Infection in post-COVID-19 condition survey
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