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学会長　　今中　雄一

最優秀口演賞 （3演題）

演題番号 個別演題名 筆頭演者名 所属

O-13-1-2
東日本大震災による事故直後の就業状況とPTSR 
及び心理的苦悩の経年変化の関係

田島 朋知
順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学
講座

O-6-5-2
COVID-19蔓延によるデイサービスの長期欠席が
運動機能とADL に及ぼす影響

原 広司
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、京都大学産官学
連携本部

O-8-1-2
地域レベルの社会参加と介護給付費との関連：
JAGES 縦断データによるマルチレベル分析

宮國 康弘
国立長寿医療研究センター老年学・社会
科学研究センター老年学評価研究部

優秀口演賞 （9演題）

演題番号 個別演題名 筆頭演者名 所属

O-3-2-2
がん診療連携拠点病院指定要件の妥当性の検
討：年間手術件数と生存率の関連性より

大川 純代 大阪国際がんセンターがん対策センター

O-12-2-3
接触者健診における60歳以上の者に対するIGRA 
検査についての考案

蒲田 脩圭里 大阪市保健所感染症対策課

O-7-2-4
高齢COPD 患者における在宅医療・介護サービス
利用状況と入院との関連

北村 智美
東京大学大学院医学系研究科健康科学・
看護学専攻高齢者在宅長期ケア看護学／
緩和ケア看護学分野

O-E-3-1
Mental, physical and social health among 
older Japanese with public assistance

Kino Shiho
The University of Tokyo, Department 
of Health Education and Health 
Sociology

O-1-4-4
要介護認定後2年間の累積骨折発生率と医療費―
介護予防の一体的実施に係る指標づくり

陣内 裕成
日本医科大学衛生学公衆衛生学、筑波大
学ヘルスサービス開発研究センター

O-14-1-3
大規模レセプトデータを用いた百寿者及び非百
寿者の死亡前医療費の比較

中西 康裕 奈良県立医科大学公衆衛生学講座

O-1-3-1
特定健康診査の糖尿病薬処方に関する質問項目
のバリデーション研究

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センター

O-23-1-1
機械学習を用いた医療・介護・健診・所得から
の個人将来要介護度予測に関する研究

林 慧茹
株式会社エクサウィザーズ、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

O-E-7-1
Gaming disorder and its associated factors 
among elementary school children

Yamada Masaaki
University of Toyama Dept. of 
Epidemiology and Health Policy

この度は、若手研究者の育成を目的に設けた優秀演題賞に多数応募いただき誠にありがとうございま
した。学術部会委員を中心としたメンバーによる厳正な審査の結果、下記の方を最優秀演題、優秀演

題として表彰いたします。この度は誠におめでとうございます。



口演賞（5演題）

演題番号 個別演題名 筆頭演者名 所属

O-6-6-5
介護福祉施設入所者の医療費の実態および関連
要因

酒井晶子 筑波大学医学群医学類

O-E-7-3
COVID-19 Prevention Among Congolese 
Healthcare Workers and Safety Imperatives

Ngatu Nlandu
Kagawa University Faculty of 
Medicine

O-23-1-2
介護事業所における職員の精神的健康状態と利
用者のQOL、組織文化との関連

中部貴央
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

O-12-1-4
レセプト情報・特定健診等情報データベース
（NDB）：HIV／AIDS の現在通院患者数の把握

野田龍也 奈良県立医科大学公衆衛生学講座

O-E-7-2
Bullying victimization among adolescents 
and risk factors across 71 countries

Hosozawa 
Mariko

Institute for Global Health Policy 
Research, National Center for Global 
Health and Medicine

優秀ポスター賞（19演題）

演題番号 個別演題名 筆頭演者名 所属

P-E-2-4
Prediction of HIV incidence in China with 
simple SIR model

Sun Haoran
Department of Health Sciences, 
Graduate School of Medicine, 
Hiroshima University

P-E-3-1
Association of FTO genotype with obesity 
and bone health.

Xiao Xu
Nagasaki University Graduate School 
of Biomedical Department of Public 
Health

P-12-1-5
感染症発生動向調査に基づく検討 第4報 インフ
ルエンザ病原体情報の検体情報の変化

大庭 真梨
東邦大学医学部社会医学講座医療統
計学分野

P-21-2-1
水環境保全・改善を指向したカドミウムイオン
の除去技術の開発

緒方 文彦 近畿大学薬学部公衆衛生学研究室

P-19-1-5
ジビエ肉の解体方法による汚染度の違いに関す
る検討

加藤 礼識 別府大学食物栄養科学部

P-5-4-3
沖縄県Ａ市の乳幼児における社会経済的状況と
生活習慣との関連

神谷 義人
名桜大学人間健康学部スポーツ健康
学科

P-11-2-7
平成28年度歯科疾患実態調査を用いた都市規模
別高齢者の咬合状態調査

財津 崇
東京医科歯科大学大学院健康推進歯
学分野

P-8-4-5
保育・介護分野の補助人材への就労意向を持つ
高齢者の特徴

相良 友哉 東京都健康長寿医療センター研究所

P-3-1-7
特定健診無償化により受診行動は促されるの
か？横浜市国民健康保険での検証

嶋田 誠太朗 横浜市役所健康福祉局保険年金課

P-23-2-8
歯科レセプト情報「歯式」の妥当性に関する検
討

平 健人 筑波大学大学院

P-13-2-7
COVID-19によるソーシャルディスタンスを考慮
した指定避難所の収容可能人数の変化

中井 寿雄 金沢医科大学看護学部

P-8-1-4
高齢者のうつと居住地域の子ども人口密度の関
連： JAGES2016横断研究

西田 恵 千葉大学大学院医学薬学府

P-8-4-4
情報通信技術機器利用者における健康危機発生
時の情報収集手段の特徴：世代間比較

根本 裕太 東京都健康長寿医療センター研究所

P-23-1-5
介護保険「保険者シート」の開発と活用に関す
る研究【５】介護保険料の構造と地域差

服部 真治 医療経済研究機構

P-6-3-5
高齢者の社会的ネットワークと認知症リスクと
の関連:JAGES6年間縦断研究

藤原 聡子 慶應義塾大学大学院

P-13-3-7
相談先のない被災者の特徴および関連要因：福
島県「県民健康調査」

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

P-8-2-3
就労と死亡の関連：高齢者を対象としたシステ
マティックレビュー

村山 洋史
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

P-17-1-4
バングラデシュ人民共和国スラム街に住む児童
の健康状態に影響する食習慣・衛生環境

安田 光佑 株式会社ユーグレナ

P-13-5-6
致死線量放射線ばく露個体における腸内細菌叢
と腸管上皮変化の解析

山内 可南子 弘前大学大学院保健学研究科


