
平成29年4月-8月期事業報告書  

 

1．平成29年4月 -8月期会務報告  

 

  1) 会員・役員等（平成29年4月～平成29年8月）  

 

 (1) 普通会員数  9,143 人（平成29年8月末日現在）  

 

(2) 名誉会員（平成29年8月末日現在：敬称略）  

辻  達彦  須永  寛  秋田 喜美  井上  俊 

奥谷 博俊  小見山茂人  田口 勝久  青山 光子 

緒方 正名  長田 泰公  松野かほる  小町 喜男 

青木 國雄  高石 昌弘  岡田  晃  松崎奈々子 

藤井 正美  森本  基  島尾 忠男  平山 宗宏 

北川 定謙  角田 文男  三宅 浩次  小澤 秀樹 

滝澤 行雄   西  正美  古市 圭治  入山 文郎 

前田 信雄  岩田 弘敏  大井  玄   小倉 敬一 

櫻井 治彦  野崎 貞彦  佐藤  章   鈴木 庄亮 

久道  茂  宮武 光吉   柳川  洋   足立 己幸 

二塚  信  松田  朗   岡崎  勲   金川 克子 

近藤 健文  多田羅浩三   鏡森 定信   篠崎 英夫 

玉木  武  徳留 信寛   豊嶋 英明   實成 文彦 

橋本  勉  上島 弘嗣   田中 平三   蓑輪 真澄 

                                                                              

以上 56人  

         

           

          飯田澄美子先生は平成29年  4月  7日に逝去されました。  

          青山英康先生は平成29年  8月  6日に逝去されました。  

 

(3) 役員  

理事31人（平成29年8月末日現在：敬称略）  

     理事長   大井田 隆  

     学会長   秋葉 澄伯  

     副学会長  池田 琢哉  藤本 徳昭  上之薗 彰  

      

      地方別選出理事 11人  

       北海道・東北  安村 誠司  

       関東・甲信越  田宮菜奈子  山縣然太朗  



 

       東京      遠藤 弘良  小林 廉毅  前田 秀雄  

       東海・北陸   中川 秀昭      

       近畿      磯  博康  島  正之   

       中国・四国   斉藤  功  

       九州      揚松 龍治  

      職能別選出理事 10人  

       Ａ職種 遠藤  明  櫻山 豊夫  

       Ｂ職種 今中 雄一  曽根 智史  

       Ｃ職種 尾崎 哲則  

       Ｄ職種 武見ゆかり  

       Ｅ職種 麻原きよみ  村嶋 幸代  

       Ｆ職種 高橋 秀人  武村 真治  

理事長指名理事 6人  

       宇田 英典  正林 督章  鶴田 憲一  

       中村 正和  本橋  豊  新村 和哉  

監 事     3人  

       相澤 好治  馬場園 明  安田 展章  

代議員      278人 （地域別  161人 職能別  117人）  

 

 

2) 理事会・評議員会等  

第1回理事会 平成29年  4月18日 ステーションコンファレンス東京  

第2回理事会  〃   8月  2日 ステーションコンファレンス東京  

 

 

5) 学会機関誌の刊行  

     日本公衆衛生雑誌は、第64巻4号から第64巻8号まで発行した。  

 

2. 委員会報告  

1) 編集委員会報告  [委員長：西 信雄] 

(1)委員構成  編集担当理事 3人     委  員  長   1人  

                    副委員長   2人  

                    編集委員  17人  

                    査読委員 104人  

 

(2)編集委員会開催  

平成29年4月から平成29年8月まで委員会を2回開催した。  

 

 



 

(3)投稿論文について【平成29年4月～平成29年8月】  注：（ ）内は前年度  

 ①投稿原稿数  34 編（86編）  

論壇      0編      （  1編）  

総説     0編     （  4編）  

原著      19編     （58編）  

公衆衛生活動報告  5編     （  6編）  

資料        8編       （17編）  

会員の声    2編     （  0編）  

 

②各月の新規投稿論文数、採用論文数、掲載論文数  

 

 

 

③査読期間  

投稿から掲載までの平均期間 第63巻（2016年）225.1日  

  採用から掲載まで            2.1月  

 

 ④掲載論文の内訳【第64巻4号から第64巻8号まで】  

論壇         1編         （  2編）  

総説         1編         （  2編）  

原著         13編         （23編）  

公衆衛生活動報告   1編         （  6編）  

資料         3編         （12編）  

会員の声        0編          （  0編）  

計          19編           （47編）  

総頁数        444頁           （824頁）  

 

2) 研究倫理審査委員会  

(1) 委員構成  

    委  員  長  玉腰 暁子 北海道大学大学院  

     副委員長  井上  茂 東京医科大学  

    委  員  大久保一郎 筑波大学  

奥田 明子 東京都地域消費者団体連絡会  

各月の新規投稿論文数、採用論文数、掲載論文数　(2017年4月から2017年8月)

年（巻） 投稿数 採用 合計 論壇 総説 原著
公衆衛生活
動報告 資料 会員の声

4 10 3 4 1 0 2 1 0 0

2017年 5 8 4 4 0 0 3 0 1 0

（64巻） 6 4 0 4 0 0 3 0 1 0

7 3 4 4 0 0 3 0 1 0

8 9 4 3 0 1 2 0 0 0

合計 34 15 19 1 1 13 1 3 0

掲載

月（号）



 

神田 金弦 （公財）日本エステティック研究財団  

          小林 廉毅 東京大学大学院  

          櫻井  裕 防衛医科大学  

          原田啓一郎 駒澤大学  

          久田  満 上智大学   

               宮崎 元伸 さいたま市健康科学研究センター  

 

3）公衆衛生モニタリング・レポート委員会  

(1) 委員構成         平成29年の所属  

委  員  長  曽根 智史 国立保健医療科学院  

副委員長  遠藤 弘良 聖路加国際大学公衆衛生大学院  

委  員  武見ゆかり 女子栄養大学  

石崎 達郎 東京都健康長寿医療センター研究所  

緒方  剛 茨城県土浦保健所  

後藤 あや 福島県立医科大学  

島  正之 兵庫医科大学  

鈴木 仁一 相模原市保健所  

諏訪園 靖 千葉大学大学院  

関山 昌人 船橋市立リハビリテーション病院  

関根 道和 富山大学大学院  

古屋 好美 山梨県中北保健福祉事務所  

三浦 宏子 国立保健医療科学院  

吉益 光一 和歌山県立医科大学  

三浦 克之 滋賀医科大学  

       

 (2)  委員会開催日と主な検討事項  

    ・平成 29 年 4 月 21 日(金) 委員会 

① 前回委員会以降の活動について 

② 年次レポートについて 

③ 各グループの活動報告 

・平成 29 年 7 月 21 日(金) 委員会 

①  年次レポートについて 

②  第 76 回日本公衆衛生学会総会（鹿児島）について 

 

4）専門職･教育生涯学習委員会  

(1) 委員構成         

委  員  長  今中 雄一 京都大学大学院  

委  員  麻原きよみ 聖路加国際大学  

      磯  博康 大阪大学大学院  

      宇田 英典 鹿児島健伊集院保健所  

      遠藤 弘良 聖路加国際大学公衆衛生大学院  



 

      尾崎 哲則 日本大学  

      曽根 智史 国立保健医療科学院  

武見ゆかり 女子栄養大学  

武村 真治 国立保健医療科学院  

       

 (2)  委員会開催日と主な検討事項  

・平成29年  5月8日（月）委員会  

①  新規申請、更新申請の審査について  

②  eラーニングについて  

③  認定専門家制度のあり方について  

④  専門医のあり方について  

⑤  「国際保健活動推進委員会（仮称）」について  

⑥  日本公衆衛生学会総会シンポジウム（鹿児島）について  

     

・平成29年  5月8日（月）委員会  

① 専門医制度連携部会 

② 第76回日本公衆衛生学会総会（鹿児島）での基本プログラム研修会 

 

平成29年4月 -8月期に認定した認定専門家地方公衆衛生学会  

第59回鹿児島県公衆衛生学会 H29.5.19開催  

第56回近畿公衆衛生学会 H29.5.25開催  

第64回山口県公衆衛生学会 H29.7.6開催  

第58回島根県保健福祉環境研究発表会 H29.7.10開催  

第63回東海公衆衛生学会学術大会 H29.7.15開催  

第66回東北公衆衛生学会 H29.7.28開催  

第12回信州公衆衛生学会総会 H29.8.19開催  

第45回北陸公衆衛生学会 H29.11.10開催  

第69回北海道公衆衛生学会 H29.11.18開催  

東京都福祉保健医療学会 H29.12.14開催  

愛知県公衆衛生研究会 H29.12.20開催  

第48回滋賀県公衆衛生学会 H30.2.24開催  

 

平成29年4月-8月期に認定した認定専門家研修会 

第102回  健康管理研究協議会例会 H29.6.10開催  

平成29年度保健所技術系職員研修 H29.7.28～7.29開催  

平成29年度第32回全国保健師教育機関協議会  

夏期研修会 H29.8.20～8.21開催  

平成29年度第1回全国保健師教育機関協議会  

公衆衛生看護学を教授する教員（レベル１）研修 H29.8.20～8.21開催  

平成29年度日本公衆衛生看護学会保健師実践力向上セミナー H29.8.26開催  

第55回健康管理研究協議会総会 H29.9.9開催  



 

第56回富山県小児保健学会 H29.10.1開催  

平成29年度第6回全国保健師教育機関協議会 秋期研修会 H29.10.30開催  

第38回保健活動研修会 H29.11.17～19開催  

 

5) 地域保健医療福祉委員会  

 (1) 委員構成  

委  員  長  本橋  豊 国立精神・神経医療研究センター  

精神保健研究所  

委  員  青柳  潔 長崎大学大学院  

磯  博康 大阪大学大学院  

前田 秀雄 渋谷区保健所  

澁谷いづみ 愛知県一宮保健所  

 

感染症対策専門委員会  

(1) 委員構成  

委  員  長  前田 秀雄 渋谷区保健所  

委  員  岡部 信彦 川崎市健康安全研究所  

押谷  仁 東北大学大学院  

砂川 富正 国立感染症研究所  

緒方  剛 茨城県土浦保健所  

貞升 健志 東京都健康安全研究センター  

永井 仁美 枚方市保健所  

澤田 貴志 神奈川県勤労者医療生活協同組合港町診療所  

杉下 由行 東京都福祉保健局健康安全部  

中島 一敏 大東文化大学  

 

 (2)  委員会開催日と主な検討事項  

    委員会開催なし  

         

自殺対策・メンタルヘルス専門委員会  

(1) 委員構成  

委  員  長  本橋  豊 国立精神・神経医療研究センター  

精神保健研究所  

委  員  金子 善博 秋田大学大学院  

      川上 憲人 東京大学大学院  

      近藤 克則 日本福祉大学  

      橋本 英樹 東京大学大学院  

      藤原 佳典 東京都健康長寿医療センター研究所  

 



 

 (2)  委員会開催日と主な検討事項  

    委員会開催なし  

 

たばこ対策専門委員会  

(1) 委員構成  

委  員  長  中村 正和 （公社）地域医療振興協会  

ヘルスプロモーション研究センター 

委  員  尾崎 米厚 鳥取大学大学院  

      尾崎 哲則 日本大学  

      加治 正行 静岡市保健所  

      望月友美子 国立がん研究センターがん対策情報センター  

      大和  浩 産業医科大学産業生態科学研究所  

      矢野 栄二 帝京大学  

      欅田 尚樹 国立保健医療科学院  

      揚松 龍治 鹿児島県姶良保健所  

           田淵 貴大 大阪国際がんセンター  

 

(2)  委員会開催日と主な検討事項  

委員会は開催していないが、メール審議により第76回学会総会にむけて、「わ

が国における新型たばこ（特に加熱式たばこ）の規制のあり方を考える」をテ

ーマとしたシンポジウムを企画した（11月1日のシンポジウム32にて発表予定）。 

      

              

東日本大震災復興対策専門委員会 

(1) 委員構成  

委  員  長  本橋  豊 国立精神・神経医療研究センター  

精神保健研究所  

委員    坂田 清美 岩手医科大学  

      佐藤  保 岩手県歯科医師会  

      辻  一郎 東北大学大学院  

      平野かよ子 長崎県立大学  

      安村 誠司 福島県立医科大学  

 

 (2)  委員会開催日と主な検討事項  

    委員会開催なし  

 

6）公衆衛生看護のあり方に関する委員会  

 (1) 委員構成  

委  員  長  村嶋 幸代 大分県立看護科学大学  

副委員長  麻原きよみ 聖路加国際大学  

      田宮菜奈子 筑波大学  



 

大森 純子 東北大学大学院  

蔭山 正子 東京大学大学院  

井口  理 東京工科大学  

渡井いずみ 名古屋大学大学院  

小西美香子 横浜市総務局人事部  

梅田 麻希 聖路加国際大学  

 

 (2)  委員会開催日と主な検討事項  

    ・平成29年  7月  1日（土）委員会  

① 委員会活動報告の出版について 

 

     ・平成29年  8月28日（月）委員会  

      ①委員会活動報告のまとめについて  

      ②次期の活動内容に関する意見交換  

 

7）歯科保健のあり方に関する委員会  

 (1) 委員構成  

   委員長   尾崎 哲則 日本大学  

         島袋 裕子 東京都品川区大井保健センター  

         田中 久子 女子栄養大学  

         三浦 宏子 国立保健医療科学院  

         村中 峰子 日本看護協会  

         山縣然太朗 山梨大学大学院  

 

(2)  委員会開催日と主な検討事項  

   委員会開催なし  

 

8）公衆衛生分野における行政管理栄養士のあり方委員会  

(1) 委員構成  

   委員長   武見ゆかり 女子栄養大学（WG）  

         阿部 絹子 群馬県健康福祉部保健予防課（WG）  

         石川みどり 国立保健医療科学院生涯健康研究部（WG）  

         焔硝岩政樹 岡山県保健福祉部健康推進課（WG）  

         由田 克士 大阪市立大学大学院（WG）  

         麻原きよみ 聖路加国際大学 

          今中 雄一  京都大学大学院医学系研究科 

          宇田 英典  鹿児島県伊集院保健所 

          遠藤 浩正  埼玉県東松山保健所 

          曽根 智史  国立保健医療科学院 

                 （WG: ワーキンググループのメンバー）  



 

  

 (2)  委員会開催日と主な検討事項  

     委員会およびWGの開催はなし。 

・WGは、メールにて第2回WGで決定した2つの作業、①行政管理栄養士の業務内容

の整理の枠組み検討と、②行政管理栄養士グッドプラクティスのインタビュー調査

の準備と実施を進めた。 

・グッドプラクティス調査の対象は、岡山、京都、福井、群馬、新潟、福島の6県と

し、うち新潟と福島は8月中に実施。他4県は9月に実施予定。 

 

9）法人化検討委員会  

 (1) 委員構成  

   委員長   小林 廉毅 東京大学大学院  

         磯  博康 大阪大学大学院  

         今中 雄一 京都大学大学院  

         遠藤  明 (公財 )ひかり協会  

         西  信雄 医薬基盤・健康・栄養研究所 

  

 (2)  委員会開催日と主な検討事項  

      委員会開催なし  

 

10）利益相反委員会  

 (1) 委員構成  

   委員長   山縣然太朗 山梨大学大学院  

         安村 誠司 福島県立医科大学  

         高橋 秀人 国立保健医療科学院  

         小林 廉毅 東京大学大学院  

         麻原きよみ 聖路加国際大学  

         遠藤  明 (公財 )ひかり協会  

         奥田 明子 東京都地域消費者団体連絡会  

         原田啓一郎 駒澤大学  

 

(2)  委員会開催日と主な検討事項  

   委員会開催なし  

 

11）選挙管理委員会  

 (1) 委員構成  

   委員長   遠藤  明 (公財 )ひかり協会  

         相澤 好治 北里大学  

         遠藤 弘良 聖路加国際大学公衆衛生大学院  

         大井田 隆 日本大学  



 

         櫻山 豊夫 東京都児童相談センター  

          

(2)  委員会開催日と主な検討事項  

    ・平成29年  6月22日（木）代議員選挙開票  

    ・平成29年  8月  8日（火）理事長候補・理事候補選挙開票  


