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第1分科会 疫学・保健医療情報

座長：今村 知明（公立大学法人奈良県立医科大学）

O-1-1-1 土田 哲也 （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）
乳児期の抗菌薬処方とアトピー性皮膚炎診断との
関連：大規模レセプトデータによる検討

O-1-1-2 鈴木 知子 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）
医療系大学生の留年、退学のリスク 2年間の追
跡調査より

O-1-1-3 細野 覚代 （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）
大学病院勤務者におけるB型肝炎ワクチン接種効
果の検討

O-1-1-4 瀬川 嘉之 （高木学校）
新たな医療被ばくの線量管理・記録を情報共有す
るために患者や市民が持つ記録手帳

座長：石見 拓（京都大学環境安全保健機構健康管理部門／健康科学
センター）

O-1-2-1 久保慎一郎 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
NDBを用いた難病患者（潰瘍性大腸炎）におけ
る患者数の推計

O-1-2-2 森田 雅士 （奈良医科大学大学公衆衛生学講座）
NDBオープンデータを用いた画像検査数の将来
推計ータスクシフト・シェアを見据えてー

O-1-2-3 菅河真紀子 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）
我が国の免疫グロブリン製剤の使用状況に関する
研究

O-1-2-4 田中 里奈 （弘前大学大学院医学研究科）
異なる集団の期待生存率を用いることでのがんの
相対生存率の違い

O-1-2-5 池田 奈由 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所国際栄養情報センター）
循環器疾患による障害調整生存年におけるナトリ
ウム高摂取の寄与割合の推移

座長：佐藤 俊哉（京都大学大学院医学研究科医療統計学分野）

O-1-3-1 西岡 祐一 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
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

O-1-3-2 新居田泰大 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
糖尿病／非糖尿病での死亡時年齢と健康寿命の比
較

O-1-3-3 菅野 沙帆 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
透析患者における骨折発症リスク：KDBを用い
た検討

O-1-3-4 今田 寛人 （広島大学大学院医系科学研究科疫学・疾病制御
学）
ロボット支援手術導入による術中出血量の減少が
輸血用血液使用量の減少に与えた影響

O-1-3-5 高橋 秀人 （国立保健医療科学院）
国際生活機能分類（ICF）に基づく社会統計の特
徴化－生活のしづらさ調査を例に－

座長：曽根 智史（国立保健医療科学院）

O-1-4-1 今村 知明 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
KDBを用いた奈良県における後期高齢者医療費
と保険料水準の理論推計

O-1-4-2 次橋 幸男 （奈良県立医科大学公衆衛生学）
医療・介護レセプトデータを用いた人工栄養開始
後の療養場所に関する追跡調査

O-1-4-3 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、死亡月の療養場所
と死亡前一年間の療養場所把握の試み

O-1-4-4 陣内 裕成 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）
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

O-1-4-5 逢見 憲一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
1899～1975年のわが国のインフルエンザ超
過死亡：“スペインかぜ”と公衆衛生

第2分科会 ヘルスプロモーション

座長：新開 省二（女子栄養大学）

O-2-1-1 松本真由美 （大阪府豊能町まちづくり創造課）
産官学連携健康寿命延伸プラットフォーム1～伴
走型事業支援～

O-2-1-2 高橋 愛 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
産官学連携健康寿命延伸プラットフォーム2～地
域みまもり推進事業～

O-2-1-3 南 拓磨 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
埼玉県コバトン健康マイレージ事業の効果の検証

O-2-1-4 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政策効果

O-2-1-5 山口 将大 （つくばウエルネスリサーチ）
ICT インセンティブ事業における冬季積雪地域の
身体活動量増加に関する研究-SWCPJ55-

座長：武林 亨（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）

O-2-2-1 田中 昌子 （三重県志摩市役所健康福祉部健康推進課）
『元気づくりウォーキング』を通じた日常生活に
おける運動定着の評価

O-2-2-2 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）
活動量計を用いた運動プログラムによるBMI や
プレゼンティーイズム等に関する介入研究

O-2-2-3 北 奈央子 （聖路加国際大学大学院看護学研究科）
ヘルスリテラシーの視点でみる女性の健康を扱う
女性による主体的な活動への参加の変化

O-2-2-4 高野 晃輔 （新潟医療福祉大学医療経営管理学部医療情報管
理学科）
「実家の茶の間・紫竹」参加者の意識からみたコ
ミュニティの構造要因の検討

O-2-2-5 高瀬 秀人 （花王株式会社生物科学研究所）
職域における内臓脂肪低減のための食事プログラ
ムの社会実装

O-2-2-6 杉本 九実 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
ナッジおよび行動経済学のCOVID-19対策にお
ける教育機関での応用事例

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

座長：斉藤 功（大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）

O-3-1-1 横道 洋司 （山梨大学医学部社会医学講座）
糖尿病性腎症患者におけるBMI と死亡率の関
係：バイオバンク・ジャパンコホート

O-3-1-2 柴田 健雄 （東海大学健康学部健康マネジメント学科）
ピアサポート型習慣化アプリを用いた糖尿病重症
化予防のための生活習慣改善効果

O-3-1-3 今井由希子 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）
血圧、糖尿病、喫煙、高脂血症と心血管疾患死亡
の生涯リスクの関連：EPOCH-JAPAN

O-3-1-4 井上 英耶 （滋賀県衛生科学センター健康科学情報係）
メタボリックシンドローム該当者に対する動機づ
け支援ツールの開発

O-3-1-5 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）
高齢者の血管性認知低下（Vas MCI）における
骨量減少とPTHシグナル～住民検診の解析～
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座長：上原 里程（京都府立医科大学地域保健医療疫学）

O-3-2-1 高橋 祥 （北海道大学大学院医学研究院公衆衛生学教室）
北海道内の二次医療圏単位にみた大腸がん発見に
関する研究

O-3-2-2 大川 純代 （大阪国際がんセンターがん対策センター）
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

O-3-2-3 中山 富雄 （国立がん検診センター社会と健康研究センター
検診研究部）
高齢者の大腸がん検診受診は抑制できるのか？
－がん検診の不利益は理解されうるか？－

O-3-2-4 岡田結生子 （野村證券健康保険組合）
職域でのがん検診における健診機関別要精検率の
検討

O-3-2-5 石井加奈子 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診を組み合わせ
た受診・未受診パターンに関連する要因

座長：白澤 貴子（昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）

O-3-3-1 山城 海渡 （近畿大学薬学部公衆衛生学研究室）
大学生における血圧と生活習慣との関連性

O-3-3-2 酒井 一樹 （秋田大学医学部）
Ｈ30年度協会けんぽ秋田支部被保険者の高血圧
と高血圧保険点数に与える因子の検討

O-3-3-3 吉村 力 （福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室）
飲酒と高血圧発症との関連：ISSA-CKD

O-3-3-4 坪井 良樹 （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白血球DNAメチル化率
と循環器疾患の死亡リスクとの関連

O-3-3-5 安川 純代 （岡山大学大学院保健学研究科）
東日本大震災後の出産経験の有無別による避難と
精神的健康及び循環器疾患との関連

座長：嶽﨑 俊郎（鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系鹿児島大学大
学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学講座国際離島
医療学分野）

O-3-4-1 石田晋太郎 （福岡大学医学部歯科口腔外科学講座）
一般住民における白血球数と高血圧症発生率の関
連性：ISSA-CKD研究

O-3-4-2 松本みな美 （慶應義塾大学衛生学公衆衛生学）
都市部健康住民における塩味味覚閾値の上昇と生
活習慣・食習慣との関連：神戸研究

O-3-4-3 木原 朋未 （大阪大学）
中高年者における高感度CRPと早期死亡との関
係：JACC Study

O-3-4-4 山本 彩萌 （いなべ市役所健康こども部健康推進課）
いなべ市における医療費と膵疾患の関連について

O-3-4-5 松本 吉史 （近畿大学奈良病院リハビリテーション部）
当院の包括的呼吸リハビリチームの取り組み―作
業療法士としての働き―

座長：八谷 寛（藤田医科大学）

O-3-5-1 猪川（湊）聡美
（愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
出生体重およびお腹いっぱい食べることと肥満と
の関連：東温スタディ

O-3-5-2 安部 泰子 （広島大学大学院医歯薬保健研究科地域・在宅看
護開発学）
特定保健指導での行動変容ステージに関する文献
検討

O-3-5-3 Koyama Teruhide
（Department of Epidemiology for Commu-
nity Health and Medicine Kyoto Prefec-
tural University of Medicine）
Impact of Daily Physical Activity Behaviors
on Visceral Fat

O-3-5-4 郷司 純子 （尼崎市健康福祉局）
尼っこ健診（11歳、14歳）におけるHbA1c
の検討

O-3-5-5 鎌塚 真 （秋田大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
秋田県被保険者80311名6年間追跡調査におけ
る危険飲酒の肝機能障害に与える影響

O-3-5-6 二階堂雄平 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
東日本大震災による福島市への避難者における疾
患構成の分析

第4分科会 保健行動・健康教育

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）

O-4-1-1 井坂ゆかり （筑波大学人間総合科学研究科）
タバコ広告と脱・たばこメディアキャンペーンが
加熱式タバコ製品の認識に与える影響

O-4-1-2 桑原 祐樹 （鳥取大学医学部環境予防医学分野）
産業保健の現場における減酒支援ブリーフイン
ターベンションの効果検証に関する研究

O-4-1-3 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）
飲食店選択における secondhand-smoke 回避
の性差：日高地方における成人式喫煙防止事業

O-4-1-4 野村 悠樹 （広島大学医系科学研究科疫学疾病制御学）
広島市・大阪市の献血ルーム来訪者における複数
回献血者の特徴と地域差の検討

第5分科会 親子保健・学校保健

座長：中島 正夫（椙山女学園大学教育学部）

O-5-1-1 渡辺 美佳 （学校法人医療創生大学岡山・建部医療福祉専門
学校）
予防接種を受ける子どもの母親の意思決定に関す
る検討

O-5-1-2 加藤 承彦 （国立成育医療研究センター社会医学研究部）
乳幼児を養育するシングルマザーのメンタルヘル
スと生活の状況

O-5-1-3 的場 大輔 （東京大学大学院・学際情報学府・社会情報学
コース・大庭研究室）
対話型アプリによる子育てコミュニケーション形
成の可能性

O-5-1-4 松本小百合 （東大阪市保健所）
スマートフォン用双方向性睡眠教育アプリを用い
た子育て支援の介入研究

O-5-1-5 木村美也子 （聖マリアンナ医科大学予防医学教室）
新型コロナウィルス感染症流行時に生じたネガ
ティブサポートと母親の精神健康への影響

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-5-2-1 松島えり子 （日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
日本語版思春期ストレス質問票の信頼性・妥当性
の検討

O-5-2-2 石川 裕哲 （あいち健康の森健康科学総合センター）
学校教員（養護教諭・保健主事）を対象とした子
どもの健康課題に関する意識調査

O-5-2-3 三瓶舞紀子 （国立成育医療研究センター研究所社会医学研究
部）
コロナ×子ども全国初回調査における保護者が求
める情報及び必要に関する研究

O-5-2-4 西嶋真理子 （愛媛大学大学院医学系研究科）
保育所・幼稚園等で発達障害児を担当する上で保
育者が感じる困難

O-5-2-5 前田日登美 （北栄町教育総務課子育て世代包括支援センター）
鳥取県北栄町における保健・学校行政協働型『生
きるための心の教育』の推進
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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-5-3-1 吉田 智子 （関西創価中学校・高等学校）
学校教職員における応急手当普及員免許取得の必
要性

O-5-3-2 柳 奈津代 （東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座）
保育所における与薬に関する保護者の意識と行動

O-5-3-3 湊屋 街子 （北海道大学環境健康科学研究教育センター）
妊娠中の母のフタル酸エステル類曝露と子どもの
肥満の関連の検討

O-5-3-4 財津 將嘉 （獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）
妊娠中の職場の受動喫煙と妊娠高血圧症症候群：
OSAN研究

O-5-3-5 山崎 嘉久 （あいち小児保健医療総合センター）
NDBを活用した乳幼児健康診査の医療経済学的
分析に関する研究

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

座長：安田 誠史（高知大学教育研究部医療学系（公衆衛生学））

O-6-1-1 小嶋 雅代 （国立長寿医療研究センターフレイル研究部）
社会参加とフレイル：関節リウマチ患者と「健康
とくらしの調査2016」参加者との比較

O-6-1-2 上地 香杜 （国立長寿医療研究センターフレイル研究部）
フレイル状態にある関節リウマチ患者と地域在住
高齢者の比較検討

O-6-1-3 安岡実佳子 （国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研
究センターフレイル研究部）
関節リウマチ患者におけるソーシャルサポートと
抑うつとの関連

O-6-1-4 南部 泰士 （日本赤十字秋田看護大学公衆衛生看護学）
農村地域高齢者の社会的相互扶助と心理的ストレ
ス（K6）の関連

O-6-1-5 新開 省二 （女子栄養大学栄養学部地域保健・老年学研究室）
孤食とフレイルまたは精神的健康との関連に社会
的支援および孤立は交絡するか

座長：森 満（北海道千歳リハビリテーション大学）

O-6-2-1 井上 京子 （堺市役所健康福祉局長寿社会部地域包括ケア推
進課）
堺市介護予防「あ・し・た」プロジェクト～成果
連動型委託契約の成果指標と課題～

O-6-2-2 花家 薫 （堺市健康福祉局長寿社会部地域包括ケア推進課）
堺市介護予防「あ・し・た」プロジェクトの概要
と参加者の特性

O-6-2-3 井手 一茂 （長谷川病院）
高齢者の地域組織参加の種類別頻度と認知症発症
の関連：JAGES2010-2016縦断研究

O-6-2-4 東馬場 要 （ロッツ株式会社）
高齢者の地域組織参加の数・種類と要介護認定の
関連：JAGES2013-2016縦断研究

O-6-2-5 飯塚 玄明 （亀田ファミリークリニック館山）
通いの場（サロン）への参加はサロン以外の社会
参加を促進するか：JAGES縦断研究

座長：近藤 克則（千葉大学予防医学センター）

O-6-3-1 永吉 真子 （名古屋大学大学院医学系研究科予防医学）
高齢者サロンへの参加状況と味覚・舌圧との関連

O-6-3-2 飯坂 真司 （淑徳大学看護栄養学部栄養学科）
地域在住高齢者の食料品アクセス尺度得点と地理
的買い物環境指標の関連

O-6-3-3 石田 幸枝 （神奈川県大和市役所健康福祉部健康づくり推進
課）
管理栄養士における保健事業と介護予防の一体的
実施：通いの場の社会的フレイルの課題

O-6-3-4 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）
高齢者の身体活動、多様な食品摂取、社会参加が
新規要介護認定に及ぼす累積的影響

O-6-3-5 成田 美紀 （東京都健康長寿医療センター研究所）
在宅高齢者における食品摂取多様性及びその変化
と二年後のフレイル発生との関連

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）

O-6-4-1 坪田 恵 （岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）
東日本大震災被災高齢者における居住形態と貧血
発症の関連：The RIAS Study

O-6-4-2 舟久保徳美 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
福島県の避難区域住民における食事・社会活動と
フレイルとの関連

O-6-4-3 後藤 悦 （京都大学大学院医学研究科社会健康医療学専攻
医療経済学分野）
通所リハビリテーションにおけるTimed Up &
Go維持改善の要因分析

O-6-4-4 塩谷竜之介 （千葉大学）
都市型介護予防モデルでは1年後の IADL低下が
少ない：JAGES松戸プロジェクト縦断研究

O-6-4-5 松尾 奏瑛 （社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病
院リハビリテーション部理学療法科）
地域在住高齢者の積雪凍結路面での転倒と転倒し
ない自信の関係性についての調査

座長：植木 章三（大阪体育大学教育学部）

O-6-5-1 佐伯 みか （（株）ポラリス）
COVID-19蔓延によるデイサービス欠席が歩行
機能に及ぼす影響

O-6-5-2 原 広司 （京都大学大学院医学研究科社会健康医療学専攻
医療経済学分野）
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

O-6-5-3 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）
高齢者の自立度を測定する効果的調査票の開発

O-6-5-4 渡辺修一郎 （桜美林大学大学院老年学研究科）
農村部に在住する後期高齢者の体重の春と夏の相
違の実態とその関連要因

O-6-5-5 澤岡 詩野 （（公財）ダイヤ高齢社会研究財団）
シニアボランティアポイント制度登録者の近隣と
の日常の支え合い意識と地域活動の関連

座長：尾島 俊之（浜松医科大学健康社会医学講座）

O-6-6-1 衞藤 佑喜 （兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科）
主介護者に対する対処方略の助言による介護負担
感への影響：第1報

O-6-6-2 福川 泰代 （兵庫教育大学大学院人間発達教育専攻）
要支援・要介護高齢者の栄養指導における10品
目群チェックシートの活用：第2報

O-6-6-3 岸田 里恵 （筑波大学社会健康医学）
食品の摂取状況とプレサルコペニア発症に関する
追跡研究：CIRCS研究

O-6-6-4 堀 紀子 （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視覚機能と転倒の関連の
検討 SONIC Study70歳データを用いて

O-6-6-5 酒井 晶子 （筑波大学医学群医学類）
介護福祉施設入所者の医療費の実態および関連要
因

座長：岡本 希（兵庫教育大学）

O-6-7-1 矢野 朋子 （佛教大学保健医療技術学部 ）
地域在住高齢者における年代別体重減少と6年後
調査脱落との関連
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O-6-7-2 木村 仁美 （筑波大学）
運動習慣とサルコペニア発症に関する追跡研究：
CIRCS研究

O-6-7-3 出井 涼介 （地域ケア経営マネジメント研究所）
Barthel Index の因子不変性と安定性の検討

O-6-7-4 澁木 琢磨 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
足圧センサーを用いた自動測定による歩行速度測
定：手動測定法との比較

O-6-7-5 嶋 政弘 （九州看護福祉大学看護福祉学部社会福祉学科）
認知症高齢者に対するコミュニケーションを伴う
ハンドケアの取り組み

第7分科会 高齢者の医療と福祉

座長：鈴木隆一郎（大阪府医師会調査委員会）

O-7-1-1 古賀 千絵 （千葉大学予防医学センター）
高齢者虐待と地域レベルの社会的凝集性との関連
マルチレベル横断研究 JAGES2016

O-7-1-2 吉江 悟 （東京大学高齢社会総合研究機構）
要介護高齢者における主観的幸福感ほか各種主観
的指標と療養場所との関連

O-7-1-3 児玉 康子 （十日町市役所市民福祉部医療介護課地域包括ケ
アシステム推進係）
高齢者介護施設に勤務する介護職員の感染予防対
策に関するニーズ

O-7-1-4 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課題とその発
生要因に関する研究

O-7-1-5 建部 壮 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者の救急搬送に
関する奈良県広域消防組合の対応分析

座長：二宮 利治（九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野）

O-7-2-1 神出 計 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
人生の最終段階における意思決定支援に関する全
国調査

O-7-2-2 里村 一成 （京都大学医学部公衆衛生学教室）
KDBシステムから見た後期高齢者終末期医療費
の現状

O-7-2-3 長谷田真帆 （東京大学大学院医学系研究科健康教育・社会学
分野）
希望する最期の場所の選びにくさと社会経済的状
況の関連：JAGES横断研究

O-7-2-4 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）
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

O-7-2-5 上月 渉 （大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学
研究科）
回復期リハビリテーション病棟における患者家族
の「介助効力感」に関連する要因

第8分科会 地域社会と健康

座長：栗山 長門（京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫
学教室）

O-8-1-1 高杉 友 （千葉大学大学院医学薬学府）
地域レベルの教育年数と認知症リスクの関連：
JAGES 6年間の縦断コホート研究

O-8-1-2 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）
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

O-8-1-3 片岡 徳祐 （国際医療福祉大学大学院）
町田市N地区のある老人クラブにおける健康関連
QOLと生活習慣の関連調査

O-8-1-4 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水辺の関連：JAGES
2016横断研究

O-8-1-5 渡邉 路子 （新潟青陵大学看護学部）
新潟県阿賀町の成人期から高齢期における睡眠の
実態調査

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-8-2-1 尾島 俊之 （浜松医科大学健康社会医学講座）
人口減少と抑うつの関連

O-8-2-2 渡邉 良太 （津島市民病院）
青壮年者の社会参加の種類・数とメンタルヘルス
の関係
－大都市における横断研究－

O-8-2-3 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）
世代別にみた対面・非対面交流が心身の健康の低
下ならびに改善に及ぼす影響

O-8-2-4 金森万里子 （東京大学大学院医学系研究科）
都市／農村の抑うつの格差：市町村・小学校区の
地区単位別の検討 JAGES

O-8-2-5 岩田 豊人 （秋田大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）
疾病分類表小分類を用いた保険診療点数集計の試
み（全国健康保険協会秋田県データ）

座長：亀井美登里（埼玉医科大学）

O-8-3-1 畑野 相子 （敦賀市立看護大学）
A市の生活環境における10代の若者の生活習慣
と健康意識の実態（第1報）

O-8-3-2 野沢 和也 （敦賀市立看護大学）
A市出身者と転入者別に見た成人の生活習慣と健
康意識の実態（第2報）

O-8-3-3 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）
学校における所得格差が子どもの自己評価に与え
る影響 A-CHILD調査より

O-8-3-4 前田 恵 （九州大学大学院医学研究院医療経営管理学講座）
心不全患者における低所得と発症時重症度との関
連：LIFE Study

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

座長：岩隈 美穂（京都大学大学院医学研究科医学コミュニケーション
学分野）

O-9-1-1 戸田 真里 （京都難病相談・支援センター）
支援者講座から分析する難病患者のコミュニケー
ション支援の現状

O-9-1-2 丸谷 美紀 （国立保健医療科学院）
難病患者支援従事者研修（保健師等）における演
習方法の開発

O-9-1-3 杢保 紀子 （京都府立医科大学大学院保健看護学研究科）
介護支援専門員の神経難病患者の意思決定支援に
おける困難感と関連要因の検討

O-9-1-4 井上 由佳 （川崎市立看護短期大学）
SLE療養女性の就労実態とQOLに関連する要
因

O-9-1-5 大久保 豪 （株式会社BMS横浜）
感染症発生時の中心的公的機関による情報提供：
OECD諸国の手話動画公開状況
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第10分科会 精神保健福祉

座長：金子 善博（独立行政法人労働者健康安全機構）

O-10-1-1 阿部 一昭 （医療法人社団翠会陽和病院）
地域で生活する統合失調症を有する当時者の結婚
についての訪問看護師のとらえ

O-10-1-2 森川 梢 （秋田大学大学院医学系研究科衛生学・公衆衛生
学講座）
秋田県北部A町住民における過去1か月間の希死
念慮に与えるリスク因子の検討

O-10-1-3 山本 泰輔 （北海道大学大学院医学研究院・医学院公衆衛生
学教室）
覚せい剤依存症患者の特徴と治療予後の関連

O-10-1-4 中村 恒穂 （千葉大学予防医学センター）
都道府県単位におけるソーシャル・キャピタル指
標と自殺との関連分析

座長：本橋 豊（自殺総合対策推進センター）

O-10-2-1 杉浦 寛奈 （東京大学）
精神科強制入院決定の患者・家族・医師の経験：
協働質的研究

O-10-2-2 大内 誌 （山梨県峡東保健福祉事務所）
精神保健福祉法第23条による警察官通報の実態
分析

O-10-2-3 二飯田真由美（川口市保健所疾病対策課）
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築
におけるアウトリーチ事業の考察

O-10-2-4 伊藤 弘人 （労働者健康安全機構）
メンタルヘルスの観点からみた災害への備え

第11分科会 口腔保健

座長：福田 雅臣（日本歯科大学生命歯学部衛生学講座）

O-11-1-1 渡邊 瑞穂 （富士・東部保健福祉事務所）
富士・東部保健所管内市町村の乳幼児う歯予防対
策推進における保健所の役割

O-11-1-2 山家 祐美 （汐田総合病院）
歯周病と肥満との関連の男女差に関する研究

O-11-1-3 梅原 典子 （東北大学大学院歯学研究科）
口腔機能と現在歯数の死亡との関連：地域在住高
齢者における JAGES縦断研究

O-11-1-4 藤久保美紀 （株式会社DentaLight）
レセプトデータを用いた糖尿病患者の歯科受診状
況と抜歯の分析

第12分科会 感染症

座長：前田 秀雄（東京都北区保健所）

O-12-1-1 若林チヒロ （埼玉県立大学健康開発学科健康行動科学専攻）
健康状態15年間の変化―「HIV陽性者の健康と
生活に関する全国調査」（第1報）

O-12-1-2 生島 嗣 （ぷれいす東京）
地域におけるHIV検査－「HIV陽性者の健康と
生活に関する全国調査」の結果から

O-12-1-3 大木 幸子 （杏林大学保健学部看護学科）
高齢期の備えと関連要因－「HIV陽性者の健康
と生活に関する全国調査」（第3報）－

O-12-1-4 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）：HIV／AIDSの現在通院患者数の把握

O-12-1-5 駒田 謙一 （国立国際医療研究センター国際医療協力局）
ベトナム中南部におけるHBs抗原保有率の推定
によるB型肝炎予防接種プログラムの評価

座長：西浦 博（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻環境
衛生学分野）

O-12-2-1 岸本 知大 （東京都葛飾区保健所）
東京都葛飾区における新型コロナウイルス感染者
の第一波の特徴について

O-12-2-2 谷村 晋 （三重大学大学院医学系研究科広域看護学領域）
納豆消費とCOVID-19死亡数の地域相関：地理
加重ゼロ過剰ポアソン回帰モデルによる検討

O-12-2-3 蒲田脩圭里 （大阪市保健所感染症対策課）
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

O-12-2-4 堀 愛 （筑波大学医学医療系国際社会医学研究室）
2019年度40代男性の風疹第5期定期接種制度
利用に関連する要因の検討

O-12-2-5 大谷 成人 （兵庫医科大学医学部公衆衛生学教室）
水痘・帯状疱疹ウイルスの各種抗体検査法におけ
る感度・特異度の検討

座長：白井 千香（枚方市保健所）

O-12-3-1 中村 摂 （福岡市博多区保健福祉センター）
福岡市博多区における結核集団感染への取り組み
「日本語学校生へのDOTS支援」

O-12-3-2 松本 昌子 （練馬区健康部豊玉保健相談所）
診断が遅れたため集団感染に至った中耳結核の一
事例

O-12-3-3 伊藤陽一郎 （岐阜県関保健所）
子育て支援目的で入国した外国出生者から小児結
核が発生した2事例

O-12-3-4 岡田 麻友 （東京都健康安全研究センター）
東京都における結核対策～行動調査票を用いた感
染源探索～

O-12-3-5 阿曽沼里奈 （八王子市保健所）
日本語教育機関における結核対策への取組み

O-12-3-6 太田 正樹 （公財結核予防会結核研究所対策支援部）
処遇困難結核患者の疫学，2013-2014

第13分科会 健康危機管理

座長：奥田 博子（国立保健医療科学院）

O-13-1-1 森山 信彰 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
東日本大震災後の成人における運動習慣と精神的
健康状態の関係：福島県県民健康調査

O-13-1-2 田島 朋知 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
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

O-13-1-3 崎坂香屋子 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
東日本大震災の被災3県におけるアウトリーチ型
料理教室の影響と関連要因に関する研究

O-13-1-4 中山 千尋 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
原発事故後の福島県浜通り・避難地域の放射線次
世代影響不安と情報源・メディアの関連

O-13-1-5 黒田佑次郎 （福島県環境創造センター研究部）
福島県における食の安心感の推移と社会的つなが
りの関係：事故前後10年間の縦断調査

座長：安村 誠司（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）

O-13-2-1 種村菜奈枝 （慶應義塾大学薬学部）
市民参画型のリスクコミュニケーションデザイン
開発に向けた検討

O-13-2-2 田辺 正樹 （三重県医療保健部）
三重県における麻疹アウトブレイクへの対応

O-13-2-3 渡邉 康平 （芝浦工業大学大学院理工学研究科システム理工
学専攻）
災害発生時の避難行動に影響を与える要因に関す
る調査
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O-13-2-4 松井陽太郎 （芝浦工業大学理工学研究科システム理工学専攻）
感染症まん延時の予防行動選択に影響する要因の
整理

O-13-2-5 堀池 諒 （高知県須崎福祉保健所）
GISを用いた公園の過密状態の算出と対策シ
ミュレーション

O-13-2-6 齋藤 智也 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
感染症危機管理強化に向けた脆弱性評価と自治体
間ピアレビュー手法の検討

座長：池田 雄史（京都市保健福祉局医療衛生推進室）

O-13-3-1 三木紗矢香 （大阪府茨木保健所）
新型コロナウイルス感染症の保健所対応から茨木
保健所職員が捉えた課題

O-13-3-2 荒田 恵 （京都府中丹西保健所保健課）
新型コロナウイルス第一波における京都府北部の
保健所での対応経験

O-13-3-3 須釜 千宏 （八尾市保健所）
中核市保健所における新型コロナウイルス感染症
流行時の検査・受診体制の整備について

O-13-3-4 原 康之 （三重県医療保健部）
三重県における新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の対応状況について

O-13-3-5 平尾 晋 （公益財団法人結核予防会結核研究所対策支援部）
東京都北区特別養護老人ホームへの保健所及び健
康福祉部による新型コロナ対策巡回活動

座長：市川 学（芝浦工業大学システム理工学部）

O-13-4-1 木村 香菜 （名古屋市保健所西保健センター）
スポーツ関連施設での新型コロナウイルス感染症
のクラスター感染事例の記述疫学報告

O-13-4-2 田邊 裕 （名古屋市保健所中保健センター）
新型コロナウイルス感染症発生初期における保健
センターでの対応についての報告

O-13-4-3 遠藤 幸男 （総合南東北病院予防医学研究所）
新型コロナウィルス感染症における地域の取り組
み

O-13-4-4 中森 知毅 （労働者健康安全機構横浜労災病院救命救急セン
ター救急災害医療部）
ダイヤモンド・プリンセス号の船内医療対策本部
初動時の問題と理想的解決案

O-13-4-5 佐久間信行 （北海道日高振興局保健環境部保健行政室（北海
道浦河保健所））
新型コロナ感染症対応で、保健所として悩まし
かったことやこれからの対応

O-13-4-6 山田 由佳 （佐賀県健康福祉部健康増進課）
大規模災害における行政保健師の活動に関する研
究

座長：宮園 将哉（大阪府健康医療部）

O-13-5-1 村上 達典 （大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学
研究科）
COVID19の影響で面会禁止となった患者家族と
の情報共有に ICTを用いた取組み

O-13-5-2 喜多 桂子 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
大学における包括的なCOVID-19対策：帝京大
学板橋キャンパスの取り組み

O-13-5-3 奥田 祐亮 （和歌山県福祉保健部健康局健康推進課）
新型コロナウイルス感染症患者へのイムノクロマ
ト法検査に関する疫学的有用性の検討

O-13-5-4 千々木祥子 （筑波大学大学院人間総合科学学術院）
外出自粛による健康悪影響へのプロセス－SWC
プロジェクト56-

O-13-5-5 武田 光史 （埼玉医科大学医学部社会医学）
特別養護老人ホームにおけるCOVID-19感染者
発生の経緯と今後の対策

第14分科会 医療制度・医療政策

座長：岡本 悦司（福知山公立大学地域経営学部）

O-14-1-1 白倉 悠企 （新潟大学医歯学総合研究科十日町いきいきエイ
ジング講座）
新潟県十日町市の小地域における人口推計を用い
た医療・介護需要の予測

O-14-1-2 板谷 智也 （金沢大学医薬保健研究域）
レセプト・健診データの結合による医療費に関す
る記述疫学的研究

O-14-1-3 中西 康裕 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
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

O-14-1-4 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）
独居・不就労と頻回受診：生活保護受給者管理情
報と医療扶助レセプトの連結データ解析

O-14-1-5 愼 重虎 （京都大学大学院医学研究科社会健康医療学専攻
医療経済学分野）
急性心筋梗塞患者におけるPCI 実施割合の地域
差とその関連要因：NDBを用いた分析

座長：里村 一成（京都大学医学部社会健康医学系健康政策・国際保健学）

O-14-2-1 小川 裕貴 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
奈良県における心房細動に対するカテーテルアブ
レーション治療時の麻酔管理の現状

O-14-2-2 大塚 駿 （国立研究開発法人国立国際医療研究センター病
院）
医療放射線に係るリスクコミュニケーションの実
態調査

O-14-2-3 田頭祥之助 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室）
商業誌の病院ランキングとがん登録に基づくがん
患者アウトカムの関連

O-14-2-4 加藤 浩樹 （医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研
究所国際栄養情報センター）
栄養政策による循環代謝疾患予防の将来予測的シ
ミュレーションに関するレビュー

O-14-2-5 山口 一郎 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
介助が必要な患者の放射線検査時における医療従
事者の放射線安全確保

座長：林田 賢史（産業医科大学病院医療情報部）

O-14-3-1 前田 恵理 （秋田大学大学院医学系研究科衛生学・公衆衛生
学講座）
都道府県等における特定不妊治療実施医療機関の
認定審査状況

O-14-3-2 左 勝則 （埼玉医科大学産科婦人科）
生殖補助医療を利用する患者の所得と特定不妊治
療支援事業利用状況の関連

O-14-3-3 文 靖子 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
小児がん領域における制吐剤ガイドラインの一致
率と疾患の関連調査

O-14-3-4 糸島 尚 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
免疫化学療法時の固形腫瘍患者へのB型肝炎ウ
イルスのスクリーニングと再活性化の検討

O-14-3-5 田中 素子 （筑波大学人間総合科学研究科フロンティア医科
学専攻ヒューマンケア科学プログラム保健医療政
策学・医療経済学）
百日咳含有ワクチンの就学前児童への追加接種に
関する費用効果分析
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第15分科会 公衆衛生従事者育成

座長：麻原きよみ（聖路加国際大学大学院看護学研究科）

O-15-1-1 吉松 芙美 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
公衆衛生学教育としての感染対策活動：コンピテ
ンシー向上への効果（学生の視点から）

O-15-1-2 中沢 真也 （慶應義塾大学）
医科大学・医学部の研究成果に関するプレスリ
リース制作・発行の現状報告

O-15-1-3 佐々木典子 （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）
若手医師の診療ガイドライン活用の関連要因―教
育、電子媒体への嗜好と病院 IT 環境

O-15-1-4 牛山 明 （国立保健医療科学院）
国立保健医療科学院における養成訓練での効果的
なオンライン研修の実践と課題

O-15-1-5 石崎 美保 （千里金蘭大学看護学部）
地域診断における市町村人口を基にした比較基準
の確立：e-Stat を活用した疫学的検討

O-15-1-6 前川 桐子 （神戸大学大学院保健学研究科）
医療機関に所属する新任期臨床検査技師のコンピ
テンシー

O-15-1-7 塩見 美抄 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
ARによる実践改善プログラムに参加した保健師
組織の地域アセスメントの変化

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健

座長：岡本 玲子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

O-16-1-1 亀田 義人 （千葉大学医学部附属病院）
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
COVID-19臨時病院設置の法的実務的課題

O-16-1-2 柳生 善彦 （奈良県吉野保健所）
公衆衛生の定義（C.E.A.Winslow，1920）の
2020年における保健所への適用と適応の検証

O-16-1-3 玉川 淳 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部）
「公衆衛生」を目的に規定する法律の制定状況

O-16-1-4 武野 真澄 （大分県こころとからだの相談支援センター）
看護の地域ネットワークを通じた地域包括ケアシ
ステムの推進

座長：荒木田美香子（川崎市立看護短期大学）

O-16-2-1 橋本 明弓 （東京大学大学院健康科学・看護学専攻）
都道府県における母子保健対策の生産効率性

O-16-2-2 三浦 直美 （大分県東部保健所）
青壮年期の運動定着推進の取組～業種に応じた運
動プログラムの活用をめざして～

O-16-2-3 山野 貴司 （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）
医学部学生教育のリモート化と地域保健医療グ
ループワークへの影響の検証

O-16-2-4 高田 大輔 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
従事産業による腎機能低下リスク：健診受診者大
規模データ解析

O-16-2-5 星 真奈実 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
都道府県間の健康寿命の差に関連する要因の検討

第17分科会 公衆栄養

座長：中村美詠子（浜松医科大学健康社会医学講座）

O-17-1-1 山本かおり （東洋大学食環境科学研究科）
地域在住高齢者の認知機能・生活機能に対する多
様な食品摂取と睡眠の質の複合的な関連

O-17-1-2 於 タオ （慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
85歳以上の高齢者の食事パターンの抽出及び栄
養素摂取と身体的特徴との関連

O-17-1-3 加藤 祐子 （京都府丹後保健所）
スーパーマーケットと連携した適塩の取組み～中
食世代に向けた総菜の塩分表示～

O-17-1-4 櫻井 勝 （金沢医科大学医学部衛生学）
主食・主菜・副菜のそろった栄養バランスの良い
食事と体重増加の関連

O-17-1-5 西牧 光希 （会津大学コンピュータ理工学部）
BDHQデータを用いた食事パターン地域差比較
の基礎検討

座長：井上 清美（姫路獨協大学看護学部）

O-17-2-1 根津 のあ （静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学研究室）
肥満に対するアミノ酸摂取量と腸内細菌叢の関
連：四季食事調査の横断的検討

O-17-2-2 袴田 菜月 （静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学研究室）
肥満に対する四季食事調査の n-6 PUFA摂取量
と赤血球膜構成割合、遺伝要因の横断的検討

O-17-2-3 古郡かすみ （静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学研究室）
肥満に対するアルコール摂取量と遺伝要因の関
連：四季食事調査の横断的検討

O-17-2-4 可児 美月 （静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府食品
栄養科学専攻公衆衛生学研究室）
多重代入法を用いた血清アディポネクチン濃度と
遺伝要因、食事要因、季節の関連

O-17-2-5 五領田小百合（辻料理教育研究所研究部門）
実店舗におけるナッジを用いた健康的な食行動を
促す仕組みの効果はいつまで続くのか

O-17-2-6 東 あかね （京都府立大学大学院生命環境科学研究科健康科
学研究室）
3歳児健診における児と両親の尿中食塩，ナトリ
ウムカリウム比および食習慣調査

第19分科会 食品衛生・薬事衛生

座長：神奈川芳行（奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

O-19-1-1 伊東 則彦 （北海道江差保健所）
北海道南檜山管内における野生大麻撲滅対策につ
いて

O-19-1-2 森永 八江 （山口大学教育学部家政教育選修）
ハチミツを原因とする乳児ボツリヌス症について

O-19-1-3 栗原裕香理 （名古屋市保健所北保健センター健康安全課）
老人福祉施設における給食の衛生に関する考察

第20分科会 産業保健

座長：伊藤 俊弘（旭川医科大学医学部看護学科看護学講座）

O-20-1-1 須賀 万智 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）
治療と仕事の両立支援の現状と課題 ～全国労働
者12,000名のアンケート調査より

O-20-1-2 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）
労働者の生活の質と介護の度合いとの関係：日本
公務員研究

O-20-1-3 福田 洋 （順天堂大学大学院医学研究科先端予防医学・健
康情報学講座）
企業の新型コロナウイルスへの対応と産業保健活
動へのインパクト

O-20-1-4 立瀬 剛志 （富山大学学術研究部疫学・健康政策学講座）
1年後の仕事満足の決定要因：仕事のどの側面に
よる充足が全体満足に寄与するか

O-20-1-5 高田 理浩 （味の素株式会社バイオ・ファイン研究所）
アミノ酸濃度バランスの検査導入による労働生産
性の効果に関する肺がんを事例とした一考
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O-20-1-6 小田原 幸 （国立がん研究センター社会と健康研究センター
行動科学研究部実装科学研究室）
実装マッピングを使用した職域におけるがん予防
対策の実装戦略開発

第21分科会 環境保健

座長：原田 浩二（京都大学大学院医学研究科環境衛生学分野）

O-21-1-1 西浜柚季子 （国立環境研究所）
妊娠期のパーソナルケア製品使用と新生児の先天
性腎尿路異常との関連

O-21-1-2 陳 ユル （千葉大学大学院医学薬学府）
街路の接続性と高齢者うつとの関連：JAGES
2013-2016縦断研究

O-21-1-3 須曽 淳麿 （順天堂大学医学部衛生学講座）
飲水のPFOA濃度が大阪府の肝臓癌による年齢
調整死亡率を全国一位にした

第22分科会 国際保健

座長：町田 宗仁（金沢大学医学系国際保健学）

O-22-1-1 中澤 眞生 （筑波大学人間総合科学研究科）
カンボジア・バッタンバン州における中学生の月
経マネジメント

O-22-1-2 佐々木由理 （国立保健医療科学院）
ミャンマーの都市部と農村部の男女高齢者のうつ
リスク要因の相違

O-22-1-3 長嶺由衣子 （東京医科歯科大学介護・在宅医療連携システム
開発学講座）
ミャンマーの高齢者におけるWealth Index と
高血圧治療アドヒアランスの関連

O-22-1-4 瀬川 裕美 （京都大学医学研究科医療経済学分野）
精神的健康状態と自殺企図の要因：ブータン王国
第三次国民総幸福量調査より

O-22-1-5 新杉 知沙 （医薬基盤・健康・栄養研究所）
スリランカ小学生における問題行動と栄養不良と
の関連

第23分科会 保健医療介護サービス研究

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）

O-23-1-1 林 慧茹 （株式会社エクサウィザーズ）
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

O-23-1-2 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）
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

O-23-1-3 山田 和輝 （同志社大学大学院理工学研究科数理環境科学専
攻統計ファイナンス研究室）
患者満足度の自然言語処理における感情分析モデ
ルの有効性の検証と判定

O-23-1-4 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）
PDCAサイクルの実践に向けた自治体の業務プ
ロセス分析：健康づくり啓発イベントの例

座長：高橋 秀人（国立保健医療科学院）

O-23-2-1 谷口 雄大 （筑波大学大学院人間総合科学学術院人間総合科
学研究群医学学位プログラム）
死因別、療養場所別にみた要介護高齢者の病院死
割合の推移

O-23-2-2 小宮山 潤 （筑波大学大学院フロンティア医科学専攻ヘルス
サービスリサーチ分野）
高齢者の心疾患術後における外来心臓リハビリ
テーション実施状況と実施関連因子の検討

O-23-2-3 塚尾 晶子 （つくばウエルネスリサーチ）
データヘルスによるEBPMへの転換と業務量削
減効果の検証－SWCPJ（54）

O-23-2-4 石丸 美穂 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
歯科医師勤務病院の病院特性と医科歯科連携加算
の地域格差の検討

O-23-2-5 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）
プライマリケアへのアクセスを確保するために必
要な医師数に関する検討


