
55

第1分科会 疫学・保健医療情報 P-1-1-1～P-1-2-11

第2分科会 ヘルスプロモーション P-2-1-1～P-2-3-10

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム P-3-1-1～P-3-5-11

第4分科会 保健行動・健康教育 P-4-1-1～P-4-4-10

第5分科会 親子保健・学校保健 P-5-1-1～P-5-7-10

第6分科会 高齢者の QOLと介護予防 P-6-1-1～P-6-6-10

第7分科会 高齢者の医療と福祉 P-7-1-1～P-7-4-8

第8分科会 地域社会と健康 P-8-1-1～P-8-4-10

第9分科会 難病・障害の医療と福祉 P-9-1-1～P-9-1-11

第10分科会 精神保健福祉 P-10-1-1～P-10-2-10

第11分科会 口腔保健 P-11-1-1～P-11-2-11

第12分科会 感染症 P-12-1-1～P-12-3-10

第13分科会 健康危機管理 P-13-1-1～P-13-5-9

第14分科会 医療制度・医療政策 P-14-1-1～P-14-2-9

第15分科会 公衆衛生従事者育成 P-15-1-1～P-15-2-11

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健 P-16-1-1～P-16-2-13

第17分科会 公衆栄養 P-17-1-1～P-17-3-11

第18分科会 健康運動指導 P-18-1-1～P-18-1-4

第19分科会 食品衛生・薬事衛生 P-19-1-1～P-19-1-10

第20分科会 産業保健 P-20-1-1～P-20-3-9

第21分科会 環境保健 P-21-1-1～P-21-2-8

第22分科会 国際保健 P-22-1-1～P-22-1-7

第23分科会 保健医療介護サービス研究 P-23-1-1～P-23-2-8

EP English Session P-E-1-1～P-E-3-7

一般演題（示説）一覧
※「示説 - 分科会№ - セッション№ - 演題発表№」

例） P - 1 - 1 - 1

※English Sessionは77頁に掲載



56

第1分科会 疫学・保健医療情報

座長：馬場園 明（九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座）

P-1-1-1 今井 博久 （東京大学大学院医学系研究科地域医薬システム
学講座）
全国調査による在宅医療の抗認知症薬に関する薬
剤疫学（1）

P-1-1-2 中尾 裕之 （宮崎県立看護大学）
全国調査による在宅医療の抗認知症薬に関する薬
剤疫学（2）

P-1-1-3 上野 悟 （地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
認知症未来社会創造センター）
国際的な課題解決に向けた超高齢社会研究におけ
るデータの利活用

P-1-1-4 大丸 香 （筑波大学人間総合科学研究群公衆衛生学学位プ
ログラム）
地域健康診断における聴力低下と関連因子

P-1-1-5 荒井今日子 （埼玉県衛生研究所）
循環器系疾患、悪性新生物による死亡と市町村別
の特定健康診査結果との関連

P-1-1-6 冨岡 公子 （奈良県立医科大学県民健康増進支援センター）
喫煙と心の健康との量反応関係における性差－国
民生活基礎調査の匿名データより

P-1-1-7 Gu Yan-Hong
（大阪医科大学衛生学・公衆衛生学 I・II 教室）
日本における日本人と日本における外国人の年齢
別人口と慢性疾患の統計指標の比較研究

P-1-1-8 新野真理子 （国立がん研究センターがん対策情報センターが
ん登録センター）
全国がん登録情報を利用した悪性中皮腫の罹患数
等調査

P-1-1-9 木下 優 （日本大学大学院医学研究科社会医学系衛生・公
衆衛生学専攻）
中高生における睡眠随伴症（寝ぼけ・悪夢・金縛
り）の男女別発症の縦断的疫学研究

P-1-1-10 石原 裕也 （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中TXNIP遺伝子
のDNAメチル化率と血清脂質との関連

P-1-1-11 佐野 尭 （自治医科大学公衆衛生学部門）
Google API を用いた位置座標特定による川崎病
クラスターの抽出（1989-1998）

座長：田原 康玄（京都大学大学院医学研究科付属ゲノム医学セン
ター）

P-1-2-1 渡瀬 博俊 （江戸川保健所）
COVID-19の治療に必要となる地域入院医療資
源の検討

P-1-2-2 窪山 泉 （岡山医療専門職大学）
OECDデータベース各国の保健医療指標と
COVID-19の死亡率

P-1-2-3 佐藤 洋子 （静岡県立総合病院リサーチサポートセンター統
計解析室）
静岡県国民健康保険（SKDB）と健保組合
（JMDC）における慢性疾患有病率の比較

P-1-2-4 川島 正敏 （東海旅客鉄道株式会社健康管理センター東京健
康管理室）
5年間の体重変化と高血圧の新規発症との関連性
について

P-1-2-5 井手野由季 （群馬大学数理データ科学教育研究センター）
我が国の自然閉経後女性におけるホルモン補充療
法利用者の特性

P-1-2-6 内田 博之 （城西大学大学院薬学研究科医療栄養学専攻）
埼玉県市町村別の75歳以上人口指数の地域集積
性とその関連要因

P-1-2-7 三重野牧子 （自治医科大学情報センター医学情報学）
医療施設の曜日別診療状況と患者調査の総患者数
の推計方法

P-1-2-8 福西 広晃 （東京工科大学コンピュータサイエンス学部）
レセプトデータを用いた機械学習による要介護リ
スク予測方法の開発

P-1-2-9 尾崎 悦子 （京都府立医科大学地域保健医療疫学）
血中25ヒドロキシビタミンD濃度の分布と食品
摂取との検討

P-1-2-10 有吉真季子 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科疫学・衛生
学教室）
母親の喫煙による乳児期受動喫煙と8歳時点の問
題行動

P-1-2-11 三輪のり子 （大阪大学大学院医学系研究科）
年齢・時代・世代特性の視点で健康戦略を考える
ための基盤情報Webサイトの開設

第2分科会 ヘルスプロモーション

座長：井上 茂（東京医科大学公衆衛生学分野）

P-2-1-1 茂木 望 （前橋市健康部保健所健康増進課）
Ａ市の企業との協働による健康づくり推進事業登
録企業の健康経営に対する取組の実態

P-2-1-2 宇山 響子 （熊本県人吉保健所）
企業の健康づくり活動への支援について

P-2-1-3 鈴木 研太 （日本医療科学大学保健医療学部）
地域ヘルスプロモーションにおける運動動機づ
け：運動習慣と脳機能の関連

P-2-1-4 古川 照美 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
健康的な社会をつくるためのシビックプライド尺
度開発予備的研究 ―親と子の関連―

P-2-1-5 谷川 涼子 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
尺度開発のための予備的検討ーシビックプライド
尺度開発のための質的研究ー

P-2-1-6 戸沼 由紀 （弘前医療福祉大学看護学科）
シビックプライド尺度開発のための予備的研究
ー地方と都市の比較ー

P-2-1-7 大西 基喜 （青森県立保健大学）
青森県立保健大学のヘルスリテラシー向上推進活
動

P-2-1-8 芳我ちより （岡山大学大学院保健学研究科）
健康ポイント事業による医療費抑制効果の検討

P-2-1-9 吉井 智晴 （東京医療学院大学保健医療学部リハビリテー
ション学科）
大学の授業場面を活用した世代間交流プログラム
の検討

P-2-1-10 月野木ルミ （日本赤十字看護大学看護学部地域看護学領域）
実装研究のための統合フレームワーク（CFIR）
における日本版チェックシートの作成

P-2-1-11 西岡 大輔 （東京大学大学院医学系研究科健康教育・社会学
分野）
医療機関で用いる患者の生活困窮評価尺度の開発

座長：川村 孝（京都大学大学院医学研究科予防医療学分野）

P-2-2-1 酒井理紗子 （広島大学大学院医系科学研究科）
中学生の主観的健康感と中学生および保護者の生
活習慣との関連

P-2-2-2 新宅 葉月 （広島大学大学院医系科学研究科地域学校看護開
発学）
中学1年生時から小学4年生時に遡って考える早
期からの生活習慣病予防の必要性

P-2-2-3 山崎 智子 （広島大学大学院医系科学研究科）
中学生の食生活におけるエネルギー量の認識

P-2-2-4 赤松ひなの （日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻）
大学生による乳がん予防情報についての認知度調
査（目白祭2019）
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P-2-2-5 荒木 裕子 （高知学園大学健康科学部管理栄養学科）
大学生におけるヘルスリテラシー

P-2-2-6 柳田 昌彦 （同志社大学スポーツ健康科学部）
京都府京田辺市主催の「一休さんウォーク」に参
加したウォーカーの社会的特性

P-2-2-7 李 相潤 （青森県立保健大学健康科学部）
健常な若年女性における部位別体組成と日常の活
動強度が骨密度に及ぼす影響

P-2-2-8 八木 麻未 （大阪大学医学部産婦人科）
HPVワクチン勧奨中止下での自治体の個別送付
の重要性：いすみ市の成果

P-2-2-9 尾崎伊都子 （名古屋市立大学大学院看護学研究科）
中小企業における運動および健康的な食生活の推
進のための組織的取り組みの実態

P-2-2-10 鈴川 一宏 （日本体育大学体育学部）
地方と都市における主観的健康感に関連する社
会・地域環境の質の比較

P-2-2-11 山口 大輔 （明治安田厚生事業団体力医学研究所）
企業における無関心層が参加する運動の取組みの
特徴―ナッジ理論に基づく質的分類―

座長：古川 壽亮（京都大学大学院医学研究科健康増進・行動学分野教
授）

P-2-3-1 吹田 晋 （慶應義塾大学看護医療学部）
小規模事業場における従業員のメンタルヘルス対
策に対する管理者の認識

P-2-3-2 西 圭司 （安芸太田町）
中山間地域における小規模事業場の管理者の視点
から考える地域・職域連携の推進方法

P-2-3-3 中村健士郎 （高知大学医学部環境医学教室）
高知県四万十市における就労者年代別の主観的健
康観に関わる因子の検討

P-2-3-4 片田江由佳 （福岡地域戦略推進協議会）
ソーシャル・インパクト・ボンドを活用したフレ
イル予防実証事業の多面的展開と評価

P-2-3-5 芝田登美子 （三重県医療保健部健康推進課）
三重県における地方創生を見据えた健康づくり

P-2-3-6 石田 紀子 （桑名市役所保健福祉部保健医療課）
「卓球珈琲（カフェ）」健康プログラムの参加者
に与える効果と保健師の役割

P-2-3-7 阿部 巧 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢期の社会参加が健康行動の継続に及ぼす影
響：社会活動の種類に着目した縦断研究

P-2-3-8 野中久美子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
Roles of municipal government in order to
promote civic activities

P-2-3-9 本田 順子 （兵庫県立大学看護学部）
糖尿病予防を目的としたポピュレーションアプ
ローチ：先駆的事例の文献レビュー

P-2-3-10 櫻井 純子 （慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
離島における講演会と簡易介入（B I）実施1年
後の評価に基づく減酒支援方法の提案

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

座長：森島 敏隆（大阪国際がんセンターがん対策センター）

P-3-1-1 櫻井しのぶ （順天堂大学医療看護学部）
若年女性の隠れ肥満に関連する生活要因［第1報］
-20代における「歩行速度」との関係-

P-3-1-2 中西 唯公 （順天堂大学スポーツ健康科学部）
若年女性の隠れ肥満に関連する生活要因［第2報］
-「20歳からの体重増加」との関係-

P-3-1-3 町井 涼子 （国立がん研究センターがん対策情報センターが
ん医療支援部検診実施管理支援室）
職域検診における「精度管理のためのチェックリ
スト」の妥当性、実行可能性について

P-3-1-4 加藤 佳子 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
勤労者の食行動および運動の動機づけとメタボ
リックシンドロームとの関連

P-3-1-5 我妻ゆき子 （筑波大学医学医療系）
握力、体組成と糖尿病の関連についての観察研究

P-3-1-6 岡田 武夫 （大阪がん循環器病予防センター）
高 LDLコレステロール血症とそれに関連する食
習慣の推移

P-3-1-7 嶋田誠太朗 （横浜市役所健康福祉局保険年金課）
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

P-3-1-8 高橋 拓耶 （全国健康保険協会富山支部）
特定健診受診者のリスクパターン別生活習慣

P-3-1-9 平良あゆみ （群馬県健康福祉部保健予防課）
持続血糖モニター（FGM）を用いた糖尿病予防
指導プログラムの検討

P-3-1-10 高森 行宏 （（公財）田附興風会北野病院健康管理センター）
高齢女性における継続的サプリメント摂取および
運動習慣と健康状態との関連について

座長：渡邊 能行（京都先端科学大学健康医療学部看護学科）

P-3-2-1 由田 克士 （大阪市立大学大学院生活科学研究科食・健康科
学講座公衆栄養学）
特定健康診査成績をもとにした階層化基準を変更
した場合の影響評価

P-3-2-2 竹内 正人 （京都大学大学院医学研究科薬剤疫学分野）
特定健診の受検間隔と糖尿病発症に関する検討：
parametric g-formula によるリスク推定

P-3-2-3 横川 吉晴 （信州大学医学部保健学科）
特定健診受診者の不眠症評価と健診項目の関連

P-3-2-4 岩永 直美 （全国健康保険協会愛媛支部）
特定保健指導における推定塩分摂取量検査活用の
生活習慣改善意識変化への影響

P-3-2-5 荒川美穂子 （滋賀県甲賀健康福祉事務所（甲賀保健所））
特定健診糖尿病要医療者に対する糖尿病連携医を
核とした地域連携システムについて

P-3-2-6 鈴木 康司 （藤田医科大学医療科学部臨床検査学科）
住民健診受診者における血清microRNAと5年
間の血圧変化及び高血圧罹患との関連

P-3-2-7 山崎 千穂 （群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
特定健診受診者における2年間の治療状況と血糖
コントロール状況の変化

P-3-2-8 山田 真司 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
共分散構造分析による保健指導の健康改善意識，
行動変容，健康改善効果への影響の分析

P-3-2-9 前田 圭介 （藤田医科大学大学院保健学研究科）
住民健診受診者における白血球中 TXNIP 遺伝
子のDNAメチル化率と血糖変化との関連

P-3-2-10 仲 文子 （旭化成株式会社環境安全部）
40歳未満の労働者における生活習慣とワーク・
エンゲイジメントの関連

座長：鈴木 貞夫（名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野）

P-3-3-1 清水 悠路 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学
分野）
甲状腺嚢胞の影響を考慮した潜在性甲状腺機能低
下症と高血圧の関係

P-3-3-2 久松 隆史 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学
分野）
地域住民における JSH2019にもとづく高血圧
の有病率・認知率・治療率・管理率：益田研究
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P-3-3-3 澤村 早苗 （兵庫県淡路市役所）
糖尿病予防に関連する住民の意識と行動：効果的
なアプローチの開発に向けた検討

P-3-3-4 深澤 明美 （帝京山梨看護専門学校基礎看護学領域）
糖尿病性腎症により透析導入に至る関連要因の地
域相関研究による探索

P-3-3-5 金 光宇 （医療法人社団成和会西新井病院）
児童・生徒による行動変容に着目した足立区にお
ける生活習慣病対策の取り組み

P-3-3-6 藤井 俊吾 （島根県出雲保健所）
島根県における糖尿病の管理状況とその課題に関
する分析

P-3-3-7 長井 万恵 （群馬大学大学院保健学研究科）
女性看護職コホートにおける大豆製品の摂取習慣
が骨粗鬆症へ与える影響の断面的検討

P-3-3-8 大澤 康子 （群馬県立県民健康科学大学看護学部）
地方都市勤労者の血管年齢測定値と生活習慣の関
連

P-3-3-9 眞鍋 佳世 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
尿中Na/Kを考慮した家庭血圧とCardio-ankle
vascular index（CAVI）の関連

P-3-3-10 久保田芳美 （兵庫医科大学環境予防医学講座）
血液凝固・線溶系マーカーの軽度高値と腎機能低
下との関連：篠山研究

座長：祖父江友孝（大阪大学大学院医学系研究科）

P-3-4-1 金子 千歳 （京都市保健福祉局生活福祉部保険年金課）
京都市国保 特定保健指導の質の確保についての
検討

P-3-4-2 服部 慎一 （全国健康保険協会埼玉支部）
埼玉県における職域保険者と自治体の合同集団健
（検）診について

P-3-4-3 長澤 徹 （帝京大学医学部医学科）
平成24年度秋田県協会けんぽ健診データを用い
た身長が高血圧症へ与える影響

P-3-4-4 黒川 浩美 （大阪青山大学健康科学部健康栄養学科）
年代別朝食摂取状況と血液生化学検査値の関連

P-3-4-5 諸岡 歩 （兵庫県健康福祉部健康局健康増進課）
骨折リスク因子に関する全国分布と兵庫県の実
態―国民健康・栄養調査による検討

P-3-4-6 藤田ゆうか （名古屋女子大学家政学部食物栄養学科）
服薬有無別による高血圧者の栄養素・食品別摂取
量の現状－三重県企業男性社員の事例

P-3-4-7 黒川 通典 （摂南大学農学部食品栄養学科）
血清尿酸値と関連要因

P-3-4-8 野上絵理子 （和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科）
中高年男性における累積喫煙量が骨格筋量の減少
に及ぼす影響

P-3-4-9 吾妻 有貴 （西宮市保健所）
対策型検診のマンモグラフィ非検出乳癌における
自覚症状を踏まえた視触診の意義

P-3-4-10 西田 大介 （梅花女子大学看護保健学部看護学科）
滋賀県内がん相談支援センターにおける相談の実
態第3報 社会生活・経済的相談の分析

P-3-4-11 後藤 広恵 （梅花女子大学看護保健学部看護学科）
滋賀県内がん相談支援センターにおける相談の実
態 第4報 治療状況別相談内容の特徴

座長：岡村 智教（慶應義塾大学医学部）

P-3-5-1 藤本 賢治 （産業医科大学産業保健データサイエンスセン
ター）
循環器病予防対策における介入群の検討【第1】
循環器病が要介護認定に与える影響

P-3-5-2 渕上 真侑 （北九州市役所）
循環器病予防対策における介護群の検討【第2】
要介護者への介入が医療費に与える影響

P-3-5-3 山本 千穂 （北九州市役所）
循環器病予防対策における介入群の検討【第3】
生活習慣病が心不全重症化に与える影響

P-3-5-4 大岡 忠生 （山梨大学医学部社会医学講座）
Deep Learning を活用して健康診断結果から糖
尿病発症を予測する方法の検討

P-3-5-5 恩幣 宏美 （群馬大学大学院保健学研究科）
乳幼児を育児する妊娠糖尿病既往女性における生
活習慣の特徴

P-3-5-6 高村智重子 （隠岐の島町役場）
Ａ町の国保データからみた壮年期における肺がん
検診の意義

P-3-5-7 堀籠 衣子 （筑波大学人間総合科学研究群公衆衛生学学位プ
ログラム）
握力、体組成変動の腎機能への影響：コホート研
究

P-3-5-8 郡山 千早 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学・予防
医学）
就寝時の消灯習慣と乳がん発症リスクについて

P-3-5-9 岡崎可奈子 （福島県立医科大学新医療系学部設置準備室）
東日本大震災後5年間における生活習慣病発症に
及ぼす避難の影響

P-3-5-10 林 史和 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
震災後の脂質異常の発症と心理社会学的要因との
関連：福島県県民健康調査

P-3-5-11 長尾 匡則 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
東日本大震災後の肥満発生に対するリスク要因の
探索：福島県「県民健康調査」

第4分科会 保健行動・健康教育

座長：平尾 智広（香川大学医学部公衆衛生学）

P-4-1-1 宮田瑠里子 （名古屋市立大学大学院看護学研究科）
喫煙者が加熱式タバコを「タバコを吸い続けるた
めの逃げ道」とするプロセス

P-4-1-2 中野 裕紀 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
福島県における東日本大震災の震災前後の喫煙状
況：NDBデータの解析から

P-4-1-3 村上 慶子 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
妊婦の配偶者における喫煙継続・屋内喫煙に関連
する社会的要因：三世代コホート調査

P-4-1-4 西尾 信宏 （和歌山県立医科大学公衆衛生学教室）
医学部付属病院勤務者の喫煙状況の検討（加熱式
タバコ等を含む）

P-4-1-5 木村 友昭 （一般財団法人MOA健康科学センター）
喫煙者と非喫煙者における生活の質（QOL）お
よび精神性の検討（第2報）

P-4-1-6 萩本 明子 （同志社女子大学看護学部）
加熱式たばこの使用実態と使用者の心理－単独使
用者と紙巻たばこ併用者の比較

P-4-1-7 小山史穂子 （大阪国際がんセンターがん対策センター）
日本における電子タバコヘビーユーザーは切り替
えではなく、併用している？

P-4-1-8 末冨 花菜 （京都女子大学家政学部生活福祉学科）
屋外喫煙所内及びその周囲の通路における受動喫
煙の程度

P-4-1-9 稲葉 洋平 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
国内で販売されるメンソールたばこ銘柄の主流煙
の有害化学物質の分析

P-4-1-10 渡邊由梨奈 （吹田市立保健センター）
吹田市禁煙治療費助成事業の展望について
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座長：田髙 悦子（横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野）

P-4-2-1 笠巻 純一 （新潟大学人文社会科学系）
女子学生の間食行動と心理的ストレスの関連：第
1学年から第3学年にわたる縦断調査から

P-4-2-2 石崎 順子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
女子大学生における運動習慣・身体活動量とヘル
スリテラシーとの関連

P-4-2-3 多田 章夫 （兵庫大学健康科学部健康システム学科）
大学生における睡眠・メンタルヘルス・自己効力
感・ワークエンゲージメントの関連

P-4-2-4 鈴木 隆史 （敦賀市立看護大学）
看護女子大学生の健康状態と身体活動量および食
物摂取状況との関連

P-4-2-5 藤井 麻耶 （鳥取大学医学部環境予防医学分野）
未成年の飲酒および喫煙の併存状態による頻度の
改善率の差に関する研究

P-4-2-6 澤村 信哉 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
大学生アスリートにおける生活習慣と首尾一貫感
覚との関連

P-4-2-7 上村 晴子 （東京大学未来ビジョン研究センター）
データヘルスを活用した子どもの生活習慣病予防
教育からの一考察

P-4-2-8 松本 悠貴 （日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
日本の中高生における「早寝早起き朝ごはん」の
関連因子の調査

P-4-2-9 田村 晴香 （名古屋大学医学系研究科総合保健学公衆衛生看
護学）
不眠とスマートフォンの内容別利用時間との関
連：高校生を対象とした横断調査の分析

P-4-2-10 松岡 瑞雄 （植草学園大学保健医療学部）
中学生のScreen time と生活習慣病の誘因とな
る生活習慣との関連

座長：内田 博之（城西大学大学院薬学研究科医療栄養学専攻予防栄養
学講座）

P-4-3-1 埴岡 隆 （福岡歯科大学口腔保健学講座）
わが国の歯科診療の実態に則した簡易タバコ介
入・トレーニング法の開発

P-4-3-2 平田紀美子 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）
有害物質を見える化した加熱式タバコの健康影響
教育

P-4-3-3 濱田 昌範 （あかし保健所）
「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」施行後
の病院における喫煙環境の変化

P-4-3-4 増田 麻衣 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
国際保健学講座健康政策・国際保健学分野）
日本における受動喫煙対策-改正受動喫煙法施行
前の各地方自治体の取り組みについて-

P-4-3-5 鈴木 史明 （医療法人定生会谷口病院産婦人科）
A市における11年間の路上喫煙状況の推移

P-4-3-6 寺村 紗季 （筑波大学）
平成20年代における日本人女性の閉経に伴う循
環器疾患リスク因子の変化：CIRCS研究

P-4-3-7 伊藤 加奈 （京都第二赤十字病院看護部）
就業女性における配偶者の存在と乳がん検診受診
行動の関連

P-4-3-8 大野 順子 （東京家政大学健康科学部看護学科）
女性の飲酒と健康について－A市の現状と今後の
支援のあり方―

P-4-3-9 田口 良子 （鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科）
ヘルスリテラシーががん検診の選好の構造に及ぼ
す影響に関する一考察

P-4-3-10 渡邉 美貴 （名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分
野）
「10年間がん検診未受診」のお知らせがその後
のがん検診受診に及ぼす効果の検討

座長：鈴木 孝太（愛知医科大学医学部衛生学講座）

P-4-4-1 高橋 耕平 （全国健康保険協会秋田支部企画総務グループ）
危険飲酒が肝機能に及ぼす影響：H30年度協会
けんぽ秋田支部70,533名における検討

P-4-4-2 小島 亜未 （姫路大学）
勤労者の男女別の健康的な食生活に対する行動変
容ステージとレジリエンスとの関連

P-4-4-3 山田 典子 （日本赤十字秋田看護大学）
触覚を用いた健康教育の実践 ～障がい者ケアの
倫理を考える～

P-4-4-4 岩佐 由美 （森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科）
パーキンソン病患者の服薬アドヒアランス-薬を
自己調整する患者のニーズ分析-

P-4-4-5 田村 香奈 （群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科）
職場のソーシャル・キャピタルが看護職の予防的
保健行動と病気対処行動に及ぼす影響

P-4-4-6 甲斐村美智子（熊本保健科学大学看護学科）
成熟期女性における月経周期に伴う健康問題の特
徴

P-4-4-7 森河 裕子 （金沢医科大学看護学部）
大規模事業所従業員のへルスリテラシーに関連す
る要因の横断的分析

P-4-4-8 杉浦 至郎 （あいち小児保健医療総合センター保健室）
愛知県内2市の乳幼児健診における17年間の事
故調査

P-4-4-9 霜触 智紀 （新潟大学大学院現代社会文化研究科）
運動部活動の顧問・指導者を対象とした体罰関連
要因の尺度開発に向けた因子構造の検討

P-4-4-10 橋本由利子 （東京福祉大学社会福祉学部）
新型コロナウイルス感染症流行時の学生の受診行
動と健康観

第5分科会 親子保健・学校保健

座長：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薬剤
疫学）

P-5-1-1 関 美雪 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
第1子を妊娠している配偶者を対象にしたプレパ
パ教室の取り組みとその効果

P-5-1-2 船越富喜江 （元武庫川女子大学大学院修士課程）
4か月児をもつ母親の妊娠期から育児期における
母子保健サービス等の認知と利用状況

P-5-1-3 志澤 美保 （京都府立医科大学大学院保健看護学研究科）
農村地域における切れ目のない子育て支援と体制
づくりの検討

P-5-1-4 稲葉 南 （伊根町役場）
伊根町SST事業の歩みと展望

P-5-1-5 湯舟 邦子 （東都大学）
産後うつに与える経済状況の感じ方‐エジンバラ
産後うつ病質問票を活用した調査から‐

P-5-1-6 佐藤 拓代 （公益社団法人母子保健推進会議）
母子健康手帳の多言語化と外国人妊産婦への支援
第1報：全国市町村の状況

P-5-1-7 安達久美子 （東京都立大学）
母子健康手帳の多言語化及び効果的な支援方法
第2報：外国人妊婦への支援

P-5-1-8 當山 紀子 （琉球大学医学部保健学科地域看護学教室）
母子健康手帳の多言語化及び効果的な支援方法
第3報：外国人親子への支援事例

P-5-1-9 植田紀美子 （大阪母子医療センター）
母子保健と社会的ハイリスク妊婦 続報～包括支
援センター整備後の「にんしんSOS」
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P-5-1-10 高山 優紀 （久留米市子ども未来部こども子育てサポートセ
ンター）
久留米市産婦健康診査から見えてきた現状と課題

P-5-1-11 福岡 雅章 （北九州市小倉北区役所保健福祉課地域保健係）
ベトナム国籍妊産婦交流会の開催報告

座長：野村由美子（青森市保健所）

P-5-2-1 廣川 空美 （梅花女子大学看護保健学部）
妊婦の自閉症傾向特性の特徴について：子どもの
健康と環境に関する全国調査

P-5-2-2 中島 正夫 （椙山女学園大学教育学部）
保育の現場における自閉スペクトラム症の特性が
ある子どもに対する合理的配慮について

P-5-2-3 周防美智子 （岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科）
児童生徒の問題行動に関する研究 ―問題行動と
抑うつの関連に着目して―

P-5-2-4 森永裕美子 （香川大学医学部看護学科）
市町村における幼児の発育に関わる食生活の心配
事と支援者の支援内容の実態調査

P-5-2-5 関根恵理香 （高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科）
発達障害児とその家族に対する地方自治体の支援
に関する研究の動向と課題

P-5-2-6 山崎 慶子 （高知大学医学部環境医学教室）
日常生活における子どものストレス要因の探索

P-5-2-7 伊藤 聡美 （千葉県船橋市保健所中央保健センター）
児童虐待防止をめざす保健師の地域間連携時の緊
急性や支援の必要性の認識の違いと要因

P-5-2-8 須田 由紀 （山梨県立大学看護学部）
自治体規模と育てにくさを感じている親と判断す
る際の保健師の着目点の重視度との関連

P-5-2-9 後藤 奈穂 （山口大学医学系専攻科保健学専攻）
医療的ケア児に関する個別支援からの地域ケアシ
ステム構築における保健所保健師の役割

P-5-2-10 山出 理恵 （京都府立医科大学保健看護学研究科）
在宅医療的ケア児の母親の生活経験

P-5-2-11 榊原 文 （島根大学医学部看護学科）
特別養子縁組に関する文献的考察

座長：鍋田 淑華（京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部）

P-5-3-1 成田 花奈 （世田谷区玉川総合支所保健福祉センター健康づ
くり課）
親子支援グループ参加への動機づけと継続意欲を
もたらす働きかけ

P-5-3-2 間瀬 知紀 （京都女子大学発達教育学部児童学科）
幼児における体格・体組成に影響を及ぼす生活習
慣因子の検討

P-5-3-3 黒谷万美子 （愛知学泉大学家政学部）
幼児の生活習慣と不定愁訴

P-5-3-4 石井 由貴 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
「産後ケア教室」が育休中の母親の精神・身体健
康および心理社会的要因に及ぼす効果

P-5-3-5 有本 梓 （横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野）
乳幼児の母親における孤独感に関連する要因－社
会的孤立の状況による比較－

P-5-3-6 キット彩乃 （長崎大学生命医科学域保健学系）
1歳6か月児を育てる母親におけるソーシャルサ
ポートに焦点を当てた分析

P-5-3-7 石田実知子 （川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科）
高校生における自傷行為の経験率に関する3年間
の縦断調査

P-5-3-8 井村 亘 （玉野総合医療専門学校）
高校生の性格特性と教師サポートの関連

P-5-3-9 倉内 静香 （青森県立保健大学）
中学生を対象としたSOSの出し方教育における
ピア・サポーター養成について 第2報

P-5-3-10 中川 彩見 （新見公立大学健康科学部看護学科）
就学前児の母親の育児情報リテラシーと援助不安
及び精神的健康との関連

座長：白井こころ（大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座）

P-5-4-1 平野かよ子 （宮崎県立看護大学）
乳児健診における保健師の問診と保健指導場面に
おける技術

P-5-4-2 天野こころ （大阪市保健所）
幼児期肥満の発育特性の検討

P-5-4-3 神谷 義人 （名桜大学人間健康学部スポーツ健康学科）
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

P-5-4-4 星 春香 （苫小牧市）
絵本の読み聞かせが養育者と子どもに与える影響

P-5-4-5 渡邊 智 （株式会社バスクリンつくば研究所）
幼少期の入浴の思い出と要因，および入浴剤との
関連

P-5-4-6 谷村 美緒 （堺市北保健センター）
子どものメディア利用を含む生活習慣の実態

P-5-4-7 竹内 倫子 （岡山大学病院予防歯科）
1歳6か月児および2歳6か月児におけるう蝕発
生要因の比較

P-5-4-8 白石 晶子 （花王株式会社スキンケア研究所）
“楽しさ”が生み出す幼児の手洗い行動変容
-保育所2施設の園児の手洗い行動調査-

P-5-4-9 池上 洋未 （慶應義塾大学SFC研究所）
母親の就労形態別にみた幼児の睡眠状況の特徴と
関連要因

P-5-4-10 竹田美沙希 （筑西市こども部母子保健課）
筑西市のむし歯予防対策事業の現状と課題-親子
むし歯予防教室とフッ化物洗口への取組-

座長：藤原 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）

P-5-5-1 土田 暁子 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）
富山県の妊婦の妊娠前後の身体活動の傾向につい
て―全国との比較：エコチル調査より

P-5-5-2 笠松 春花 （富山大学エコチル調査富山ユニットセンター）
富山県の母親の産後うつと産後1年時の対児愛着
不全―全国との比較：エコチル調査より

P-5-5-3 武内ひかり （相模原市健康福祉局保健衛生部南保健センター）
日本語に不慣れな妊産婦への支援～他課との連携
を含めた課題解決に向けた取組み～

P-5-5-4 阿比留千尋 （久留米市子ども未来部こども子育てサポートセ
ンター）
外国人の妊娠・出産及び子育て支援におけるツー
ルの作成

P-5-5-5 板井 麻衣 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
子育てケアプラン作成に関する効果測定（第6報）
ケアプラン使用終了者の調査

P-5-5-6 原田 静香 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
子育てケアプラン作成に関する効果測定（第7
報）－子育て中の母親の精神面の変化－

P-5-5-7 佐藤 玲子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
首都圏近郊部8市町村の0歳児保護者が受けた予
防接種と未接種保護者の状況

P-5-5-8 西田 曜 （和洋女子大学看護学部看護学科）
子育て支援センターを利用している母親の意識調
査

P-5-5-9 澤田 優子 （森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科）
養育者の子育て支援ニーズの質的検討
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P-5-5-10 上原 里程 （京都府立医科大学地域保健医療疫学）
子どもの心肺蘇生法に関する保護者の認識：一般
住民を対象とした横断研究

座長：中村 晴信（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

P-5-6-1 谷口 栄作 （島根県健康福祉部）
島根県における乳幼児健康診査の評価について

P-5-6-2 松田 宣子 （関西国際大学保健医療学部公衆衛生看護学）
ハイリスク児支援のための看護職間地域連携の実
態に関する研究

P-5-6-3 釜野 桜子 （徳島大学大学院医歯薬学研究部予防医学分野）
母親の妊娠期間中の特性および3歳児の食習慣と
児の体格との関連

P-5-6-4 落合可奈子 （あいち小児保健医療総合センター）
院内保健師による事故予防指導について

P-5-6-5 岩佐 一 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
子育て期における父親と母親の精神的健康の関連
要因

P-5-6-6 有本 晃子 （京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部）
乳幼児健診における疾病スクリーニングの評価と
課題

P-5-6-7 安本 理抄 （大阪府立大学大学院看護学研究科）
乳児早期家庭訪問から支援が必要な親子の見極
め―訪問日数による分析（第1報）

P-5-6-8 上野 昌江 （関西医科大学看護学部）
乳児早期家庭訪問から世代間連鎖が予測される親
子の見極め―実母相談の分析（第2報）

P-5-6-9 比嘉 憲枝 （名桜大学人間健康学部看護学科）
分離による親子関係が青年期の自己概念形成に及
ぼす影響に関する文献レビュー

P-5-6-10 清水 洋子 （東京女子医科大学看護学部）
児童虐待予防のグループ支援の現状と課題－保健
師へのインタビュー調査より

座長：中村 幸志（琉球大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生学講座）

P-5-7-1 南 まりな （高知大学医学部環境医学教室）
親の就労状況が及ぼす子の食生活習慣への影響

P-5-7-2 中山 久子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
運動が苦手な自閉スペクトラム症児の自尊感情を
高めるスポーツ教室の環境要因

P-5-7-3 大河内彩子 （熊本大学大学院生命科学研究部公衆衛生看護学
講座）
個人要因・環境要因から支援を要する「気になる
子ども」の多職種による評価尺度の開発

P-5-7-4 石井 陽子 （川崎医療福祉大学保健看護学科）
養育里親の活動満足感に関連する要因－個人レベ
ルのソーシャルキャピタル・地域要因

P-5-7-5 緑川喜久代 （淑徳大学大学院看護学研究科）
児童虐待予防に向けた母子保健と要保護児童対策
調整機関の連携システムに関する研究

P-5-7-6 大川 聡子 （大阪府立大学看護学類）
保健師が10代妊婦と家族を支援するプロセス
―複線径路・等至性モデルを用いた分析―

P-5-7-7 柴崎 智美 （埼玉医科大学医学部医学教育学）
小地域の小中学校における感染症の発生状況に関
する検討

P-5-7-8 島本太香子 （奈良大学社会学部）
COVID-19感染予防対策による大学生の主観的
健康度への影響

P-5-7-9 伊藤 常久 （東北生活文化大学家政学部）
学生の心肺蘇生法実施に対する自信について―保
育士養成課程を対象として―

P-5-7-10 小島 令嗣 （山梨大学医学部社会医学講座）
中学生におけるインターネット依存とうつの関連
交差遅延モデルによる解析

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

座長：山本 洋介（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療
疫学分野）

P-6-1-1 今岡 真和 （大阪河崎リハビリテーション大学）
自治体と連携したヘルスチェックにおけるフレイ
ル該当者について

P-6-1-2 前畑 裕子 （神戸市東灘区役所健康福祉課）
一人暮らしの自立後期高齢女性の健康認識

P-6-1-3 浅野友佳子 （文屋内科消化器科医院訪問リハビリテーション
らいらっく）
地域高齢者の社会参加が減少する要因

P-6-1-4 岡本名珠子 （岐阜聖徳学園大学看護学部）
運営主体別地域包括支援センターにおけるセル
フ・ネグレクト独居高齢者への支援の現状

P-6-1-5 赤塚 永貴 （横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻地域
看護学分野）
住民主体の健康づくりグループ活動参加者の生き
がい感及び関連要因の年齢層別比較

P-6-1-6 高橋 知也 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
「周囲からの主観的な孤立感尺度」の作成と主観
的健康感との関連の検討

P-6-1-7 平井 一芳 （福井県立大学看護福祉学部看護学科）
地域（都市部、山間部、沿岸部）に在住する高齢
者のフレイルと身体活動との関係

P-6-1-8 門間 貴史 （筑波大学体育系）
地域在住高齢者の首尾一貫感覚に対する運動・ス
ポーツの効果は実施方法により異なるか

P-6-1-9 中谷 芳美 （福井県立大学看護福祉学部看護学科）
地域で生活する高齢者の地域づくり活動への参加
意思と保健事業利用・健康習慣との関連

P-6-1-10 斎藤 民 （国立長寿医療研究センター）
在宅要介護者における閉じこもり・社会的孤立発
生状況とその関連要因

座長：今村 桃子（国際医療福祉大学福岡看護学部）

P-6-2-1 林 知里 （兵庫県立大学地域ケア開発研究所）
通所型介護サービス利用者における生活空間の変
化-家族形態別による認知機能の効果

P-6-2-2 栗山真由美 （明治国際医療大学看護学部看護学科生活支援講
座）
通所サービス利用中の地域高齢者への認知症予防
体操が認知機能及び介護度に及ぼす効果

P-6-2-3 金子 理恵 （くまもと健康支援研究所）
通所型サービスC参加者の特性（要支援者と事
業対象者の比較）

P-6-2-4 吉澤 裕世 （東京女子医科大学看護学部地域看護学）
通いの場におけるアウトリーチ体制構築に向けた
課題-SERVQUALを用いて-

P-6-2-5 二瓶 健司 （公益財団法人星総合病院）
通いの場の参加高齢者における要介護リスクの1
年間の推移について

P-6-2-6 柴田 陽介 （浜松医科大学健康社会医学講座）
浜松市における高齢者サロンを通じたロコモー
ショントレーニングの効果

P-6-2-7 谷本 芳美 （高槻市健康福祉部長寿介護課）
高槻もてもて筋力アップ体操（高槻もてきん体操）
の考案

P-6-2-8 橋本 充代 （獨協医科大学地域医療教育センター）
宇都宮市における高齢者の自主的な介護予防の取
り組み
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P-6-2-9 石川 信仁 （京都先端科学大学健康医療学部看護学科）
地域高齢者における予防的介入が要介護度の発生
に及ぼす影響に関するコホート研究

P-6-2-10 吉本 好延 （聖隷クリストファー大学リハビリテーション学
部理学療法学科）
座位行動は中高強度活動と独立して要介護高齢者
の身体パフォーマンスに影響するか

座長：桂 敏樹（天理医療大学）

P-6-3-1 小林 美穂 （富士川町役場福祉保健課地域包括支援センター）
マインドマップを用いた認知症カフェ実施意義の
可視化と共有

P-6-3-2 山崎 雪恵 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野）
認知症高齢者の屋外死亡事例の記述疫学的考察

P-6-3-3 松尾 洋 （くまもと健康支援研究所）
物忘れ外来と連携したMCI 高齢者に対する社会
的処方の取り組みについて

P-6-3-4 安田貴恵子 （長野県看護大学）
認知症の早期対応・支援のための保健福祉医療の
体制づくり：小規模自治体の取り組み

P-6-3-5 藤原 聡子 （慶應義塾大学大学院）
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

P-6-3-6 吉武 明莉 （広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学）
施設高齢者における摂食状況と摂食嚥下障害関連
症状およびQOLに関する検討

P-6-3-7 佐々木明子 （東京医科歯科大学）
通所リハビリを利用する高齢者の介護予防におけ
る「連想法」の効果

P-6-3-8 西田 和正 （東京都健康長寿医療センター研究所）
通所型介護予防事業の新規要介護認定への影響

P-6-3-9 遠峰 結衣 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者の健康支援での ICT活用可能性：利用率
と利用者特性、介護予防への影響の検討

座長：太田 充彦（藤田医科大学医学部公衆衛生学講座）

P-6-4-1 植木 章三 （大阪体育大学教育学部）
住民が主体的に提案したアダプテッド・スポーツ
のSNSを活用した普及の可能性

P-6-4-2 児玉小百合 （相模女子大学短期大学部食物栄養学科）
地域在住の自立した後期高齢者における3年後の
自立度維持の関連要因

P-6-4-3 原田 直子 （名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻）
互助力を育む地域在住高齢者男性に関する検討

P-6-4-4 土谷 瑠夏 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分
野）
農業地域在住高齢者の生活支援の担い手となる意
向および実施と認知機能の関連

P-6-4-5 杉浦 圭子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域在住独居高齢者のサポーティブネットワーク
の現状と関連要因

P-6-4-6 千葉 敦子 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
自主組織型運動教室における10年以上継続参加
者の体力測定結果の変化

P-6-4-7 田口 敦子 （慶應義塾大学看護医療学部地域看護学分野）
高齢者の介護予防等に向けた音声対応AI アシス
タントの活用可能性の検討

P-6-4-8 金森 弓枝 （山口大学大学院医学系研究科保健学専攻）
地域組織参加を基盤に健康保持を成す女性独居高
齢者の相互交流

P-6-4-9 田中 基晴 （常磐大学人間科学部健康栄養学科）
高齢者における食行動と健康、生活の質の関係に
ついての文献を用いた検討（第2報）

P-6-4-10 森田 彩子 （東京医科歯科大学）
祖父母によるポジティブな養育経験の認知と高齢
期における世代性との関連

座長：辻 一郎（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学専攻公衆衛
生学分野）

P-6-5-1 山崎 幸子 （文京学院大学人間学部心理学科）
農村地域における閉じこもり予備群とその状態像
の解明

P-6-5-2 齋藤 智子 （新潟大学大学院保健学研究科）
離島漁村地域に暮らす高齢者の食物アクセス・食
品摂取の多様性の実態

P-6-5-3 渡邉多恵子 （淑徳大学看護栄養学部）
持続的な住民主体の介護予防活動に関係する要因

P-6-5-4 小武家優子 （第一薬科大学薬学部健康・環境衛生学講座衛生
化学分野）
地域在住高齢者の低栄養の実態および薬局の活用
状況調査

P-6-5-5 堀金 俊也 （山形大学医学系研究科看護学専攻地域在宅看護
学領域）
A町地域高齢者における実施主体別の介護予防事
業への参加実態

P-6-5-6 野藤 悠 （東京都健康長寿医療センター）
高齢者の生活機能チェックによる要介護発生リス
クの推定

P-6-5-7 高橋 競 （獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）
地域在住高齢者の活動能力に夜間頻尿が及ぼす影
響 混合研究法による分析

P-6-5-8 杉田由加里 （千葉大学大学院看護学研究科）
健康の維持・増進に対する地域高齢者の認識及び
行動に関する文献検討

P-6-5-9 河合 恒 （東京都健康長寿医療センター）
地域高齢者における継続的スタチン服用の生活機
能への影響

P-6-5-10 柿沼 倫弘 （国立保健医療科学院）
居住系サービス利用者における社会的ケア関連
QOLの実態

座長：丹野 高三（岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）

P-6-6-1 山下 真里 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
震災から8年後の被災地における地域在住高齢者
の孤独感の関連要因

P-6-6-2 丹野 高三 （岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）
地域在住高齢者のヘモグロビン濃度と要介護、死
亡との関連：岩手県北地域コホート研究

P-6-6-3 上野 由花 （県民健康プラザ健康増進センター）
高齢者のオーラルフレイル予防に関する支援の現
状と課題について

P-6-6-4 福田 昌代 （神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科）
神戸市におけるオーラルフレイルチェックとフレ
イルチェック口腔機能質問項目との関連

P-6-6-5 松本 大典 （公益財団法人星総合病院リハビリテーション科）
活動の目標に関する心がけの自己評価と要介護リ
スクとの関連

P-6-6-6 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）
都市部在住の中高齢者における食品摂取多様性の
関連要因と ICT利用状況

P-6-6-7 安 順姫 （（公財）ダイヤ高齢社会研究財団）
ポジティブ心理学的介入に基づくハッピープログ
ラムが高齢者の不安の軽減に及ぼす効果

P-6-6-8 渡邉 彩 （地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
研究所）
高齢期の社会的孤立と生活不安・主観的健康観の
関連：就労状況に着目した検討



63

P-6-6-9 山口佳小里 （国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学
科）
名古屋市で同一地域に長期間居住している独居高
齢者の生活状況：世帯構成別の比較より

P-6-6-10 平 和也 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
地域看護学講座）
褥瘡写真を用いた画像処理による褥瘡の深さ
（Depth）のステージ分類について

第7分科会 高齢者の医療と福祉

座長：小杉 眞司（京都大学医学研究科医療倫理学・遺伝医療学）

P-7-1-1 小原 由紀 （東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と
精神保健研究チーム）
在宅介護家族における口腔ケアの提供状況ならび
に介護負担感との関連

P-7-1-2 岡本左和子 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
退院支援の成功事例と課題事例の比較検討に基づ
くチェックリスト案の要素の検討

P-7-1-3 松井 幾子 （和洋女子大学家政学部健康栄養学科）
在宅医療・介護の栄養管理従事者を対象とした教
育内容の検討について

P-7-1-4 田中結花子 （国際医療福祉大学大学院）
在宅移行した親を就労しながら介護するシングル
介護者の健康関連QOLの変化

P-7-1-5 斉藤恵美子 （東京都立大学大学院人間健康科学研究科）
在宅高齢者と家族の支援過程での地域包括支援セ
ンター看護職の倫理的な行動の検討

P-7-1-6 大越 扶貴 （岩手保健医療大学看護学部）
母親を介護する息子・娘介護者の介護と仕事の両
立過程に生じる困難とその対処

P-7-1-7 津田 紫緒 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科）
親の介護に直面する労働者の経験についての文献
検討

P-7-1-8 彦 聖美 （金城大学看護学部看護学科在宅看護学）
男性介護者・家族介護者に対するサポートネット
ワークシステムの構築と防災支援

P-7-1-9 廣岡 佳代 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）
居宅要介護高齢者に対する緩和ケアの提供状況

座長：古田加代子（愛知県立大学看護学部）

P-7-2-1 山口乃生子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
地域に居住するハンセン病回復者のエンド・オ
ブ・ライフケアにおける課題

P-7-2-2 岩本 伸一 （大阪府医師会調査委員会）
近年における大阪の在宅医療事情について
～大阪府医師会会員意見調査から～

P-7-2-3 鈴木隆一郎 （大阪府医師会調査委員会）
ACP（愛称「人生会議」）に関する大阪府医師会
員の認識の推移

P-7-2-4 金田由紀子 （鳥取大学医学部保健学科地域・精神看護学講座）
住民の地域での看取りに対する認識とその関連要
因

P-7-2-5 本永 香菜 （京都府山城南保健所）
京都府山城南地域における看取りの実態調査

P-7-2-6 林 美枝子 （日本医療大学）
在宅死の看取り介護体験とその人的資源の活用の
可能性について

P-7-2-7 明石 智子 （山陽学園大学）
看護小規模多機能型居宅介護における看取りの現
状

P-7-2-8 森 礼美 （居宅介護支援事業所山の手）
短期入所生活介護施設に勤務する介護職員の看取
りケア態度に関連する要因

P-7-2-9 木全 真理 （川崎市立看護短期大学看護学科）
要介護期の高齢者が在宅生活を継続するための生
活支援

座長：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）

P-7-3-1 宇田 優子 （新潟医療福祉大学看護学部看護学科）
診療所看護職の地域連携・個別看護相談の実態
-難病指定医療機関の全国調査-

P-7-3-2 東 久子 （兵庫大学看護学部）
看護小規模多機能型生活介護における看護職の役
割

P-7-3-3 川上 総子 （長崎県県南保健所）
入退院時における医療・介護連携促進のための検
討

P-7-3-4 徳嶋 靖子 （鳥取大学医学部保健学科）
地域包括支援センター等における地域高齢者の見
守り活動のやりがいと課題

P-7-3-5 富永 真己 （摂南大学看護学部）
日本の介護職における外国人介護職の受入れへの
期待と不安に関する研究

P-7-3-6 Choomplang Nattadech
（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教室）
タイにおける介護スタッフの勤務継続意向と職務
満足に対する関連要因の検討

P-7-3-7 三浦 茜 （高槻市健康福祉部長寿介護課）
本人の希望を叶えるための自立支援型地域ケア会
議：「個別ケース検討会議」の取り組み

P-7-3-8 野村 聖子 （筑波大学人間総合科学研究科）
高齢者を対象とした遠隔リハビリの課題に関する
研究：動画を利用した試験的取組み

P-7-3-9 杉山 美香 （東京都健康長寿医療センター研究所）
COVID-19影響下で認知症支援のための地域拠
点に何ができるのか

座長：藤野 善久（産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室）

P-7-4-1 落合 佳子 （国際医療福祉大学保健医療学部看護学科）
大都市の軽度認知機能低下者を担当する介護支援
専門員の視点を通した訪問看護の効果

P-7-4-2 佐藤ゆかり （岡山県立大学保健福祉学部）
西日本豪雨災害時の要援護者における避難行動と
身体・認知機能との関連

P-7-4-3 木村 朗 （群馬パース大学大学院保健科学研究科）
地域在住高齢視覚障害者集団に対する健康づくり
支援プログラムの評価と課題

P-7-4-4 大西 丈二 （名古屋大学医学部附属病院老年内科）
地域在住高齢者における介護予防ニーズの変化に
ついて

P-7-4-5 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）
政令指定都市の介護保険における保険者機能強化
にかかわる取り組みの実態

P-7-4-6 村松 真澄 （札幌市立大学看護学部）
介護福祉施設入居者の口腔状態と機能の変化，肺
炎発症率：1年間前向きコホート研究

P-7-4-7 土屋瑠見子 （医療経済研究機構）
要介護者用の住環境評価指標の開発と活用状況：
アジア地域でのスコーピング・レビュー

P-7-4-8 安心院朗子 （目白大学保健医療学部理学療法学科）
ハンドル形電動車いすと共生する地域住民の接触
事故経験－福井県勝山市を対象として－
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第8分科会 地域社会と健康

座長：村山 洋史（東京都健康長寿医療センター研究所）

P-8-1-1 伊藤 智也 （慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
高齢者グループ運動実施コミュニティにおける
GAPPAの活用とSDGsへの貢献

P-8-1-2 小林江里香 （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）
都市部の中高年者における近所づきあいとその契
機：性別、居住形態、婚姻状況別特徴

P-8-1-3 田口 陽菜 （横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学教室）
住民主体型健康づくりグループ活動高齢者の地域
見守り自己効力感の関連要因の検討

P-8-1-4 西田 恵 （千葉大学大学院医学薬学府）
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

P-8-1-5 村山 陽 （東京都健康長寿医療センター研究所）
単身男性中高年者における将来の生活に対する意
識の特性

P-8-1-6 金森 悟 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
男性高齢者における最長職の企業規模別の社会参
加と死亡との関連：JAGESスタディ

P-8-1-7 亀井美登里 （埼玉医科大学医学部社会医学）
高齢者の社会参加に関する調査 第1報 地域支
援活動への参加意向

P-8-1-8 小泉 沙織 （埼玉医科大学医学部社会医学）
高齢者の社会参加に関する調査 第2報 地域支
援活動への参加促進要因

P-8-1-9 井上 高博 （活水女子大学看護学部）
他者との交流頻度が高い農村部の後期高齢女性に
おける人付き合いの様相

P-8-1-10 草野恵美子 （大阪医科大学看護学部）
地域での子育て支援への参加意欲がある男性高齢
者の背景要因の特徴

座長：和泉 京子（武庫川女子大学看護学部）

P-8-2-1 高橋知恵美 （熊本市健康福祉局保健衛生部健康づくり推進課）
熊本市における小学校区単位の健康まちづくりの
成果
第1報 評価指標による検証

P-8-2-2 今村 晴彦 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
熊本市における小学校区単位の健康まちづくりの
成果
第2報CFIR による促進要因の検証

P-8-2-3 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）
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

P-8-2-4 高瀬 麻以 （東京都健康長寿医療センター研究所）
就労と認知機能低下、認知症発症の関連：高齢者
を対象としたシステマティックレビュー

P-8-2-5 西村 千尋 （伊仙町役場健康増進課）
地域と学校の連携による児童らの見守り活動を支
える社会的要因について

P-8-2-6 竹内 彩乃 （東邦大学）
市区町村行政における住民協働制度の有無と保健
事業実施の関連

P-8-2-7 佐々木亮平 （岩手医科大学教養教育センター）
東日本大震災後の被災地域における地域活動参加
に関連する要因：The RIAS Study

P-8-2-8 園田 和江 （久留米信愛短期大学幼児教育学科）
地域住民のコミュニティ・エンパワメントを核と
した持続可能な地域共生社会づくり

P-8-2-9 星 玲奈 （目白大学社会学部社会情報学科）
大学生のボランティア活動意欲と食に関する意識
や主観的理解度についての実態調査

P-8-2-10 諏澤 宏恵 （京都光華女子大学看護学科）
放課後学習支援に従事する中高年ボランティアの
世代性形成段階とその特徴

P-8-2-11 富田 早苗 （川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科）
養育里親が感じた行政機関の子育てサービスの記
述内容

座長：石崎 達郎（東京都健康長寿医療センター研究所）

P-8-3-1 村山 幸子 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
生活支援コーディネーターの戦略構築ツール「地
域まるごと戦略シート」の有用性の検討

P-8-3-2 松井 理恵 （群馬大学大学院保健学研究科）
保健推進員のエンパワメントを促す協働モデルの
開発―実践照合による内的妥当性検討―

P-8-3-3 田村須賀子 （富山大学学術研究部医学系）
福祉部門の保健師による生活困窮者への健康管理
支援におけるケースワーカーとの協働

P-8-3-4 眞崎 直子 （聖マリア学院大学）
都市型準限界集落ソーシャルキャピタルコーディ
ネーター育成プログラム開発と評価

P-8-3-5 上田由喜子 （龍谷大学農学部）
ソーシャル・キャピタルとSESおよび食行動と
の関連－低収入世帯の母親に着目して―

P-8-3-6 川口 夏樹 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分
野）
地域における社会的包摂についての概念分析

P-8-3-7 手塚有希子 （福島県立医科大学大学院）
3.11後の健康づくり活動によるソーシャル・
キャピタルの再構築過程と特徴

P-8-3-8 松永 博子 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
生活困窮者自立支援施設における支援プロセスに
関する研究

P-8-3-9 片山 千栄 （元農研機構農村工学研究部門）
食と農を介した就労支援の取組で顕在化する障が
い福祉事業所の地域における多様な役割

P-8-3-10 橘 とも子 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
社会生活支援のための、脳卒中後セルフマネジメ
ント支援プログラムの評価に関する研究

P-8-3-11 細川 陸也 （京都大学大学院医学研究科）
母親のワーク・ライフ・バランスと児の社会適応
との関連

座長：近藤 尚己（京都大学大学院医学研究科社会疫学分野）

P-8-4-1 田谷 元 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
睡眠不足感は腰痛に関連する：神戸研究

P-8-4-2 中島 素子 （公立小松大学保健医療学部看護学科）
製造業退職者集団の退職後社会参加活動とその要
因に関する検討

P-8-4-3 霜越多麻美 （東京家政大学健康科学部看護学科）
住民と保健師の協働による地域組織活動における
組織学習の実践に関する調査

P-8-4-4 根本 裕太 （東京都健康長寿医療センター研究所）
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

P-8-4-5 相良 友哉 （東京都健康長寿医療センター研究所）
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

P-8-4-6 戸渡 洋子 （熊本保健科学大学保健科学部看護学科）
ケイパビリティアプローチに基づく健康格差縮小
のための公衆衛生看護実践モデルの検討
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P-8-4-7 川内はるな （大阪大学大学院医学系研究科医学専攻社会医学
講座公衆衛生学教室）
COPD新規診断患者における所得状態と急性憎
悪および死亡との関連性：LIFE study

P-8-4-8 黒田 藍 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
新型コロナウイルス感染症流行下における住民主
体の食を通じたボランティア活動の評価

P-8-4-9 Iguchi Aya （日本赤十字看護大学）
都市部における町会・自治会の互助機能評価尺度
の開発

P-8-4-10 松本 佳祐 （埼玉医科大学病院救急科）
埼玉医科大学病院 救急センター・中毒センター
の受診状況について

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

座長：鈴木 仁一（神奈川県相模原市保健所）

P-9-1-1 亀井 哲也 （藤田医科大学医療科学部医療経営情報学科）
スモン患者検診データベースに基づく検討 第1
報 受診率の推移

P-9-1-2 世古 留美 （藤田医科大学保健衛生学部看護学科）
スモン患者検診データベースに基づく検討 第2
報 視力・歩行状況の推移

P-9-1-3 舟迫 香 （栃木県烏山健康福祉センター）
難病患者等への災害支援体制構築における保健所
の役割と課題

P-9-1-4 木下 彩子 （日本赤十字秋田看護大学看護学部）
A県 ALS在宅療養者の喀痰吸引における援助者
の連携

P-9-1-5 藤岡 智大 （慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
脳卒中患者が治療中・治療後に感じた情報ニー
ズ―全国患者会アンケート調査より―

P-9-1-6 秋山 美紀 （慶應義塾大学環境情報学部）
脳卒中経験者は医療や福祉に何を求めているのか
―全国患者会アンケート調査より

P-9-1-7 後藤 則子 （聖泉大学看護学部地域看護領域）
高次脳機能障害者の復職・再就職における家族の
捉え方について

P-9-1-8 石川 鎮清 （自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部
門）
色素性乾皮症全国疫学調査

P-9-1-9 光井 朱美 （京都先端科学大学）
小児慢性特定疾病児童等相談支援事業等に関する
全国保健所調査から見えた保健師の役割

P-9-1-10 松村 梓 （東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課）
都単独難病医療費助成制度における重症度分類導
入による認定状況の変化と考察

P-9-1-11 酒井 理香 （元了徳寺大学健康科学部看護学科）
地域で生活する知的障害者のグループ活動に参加
した看護学生の障害者に対する意識変化

第10分科会 精神保健福祉

座長：波床 将材（京都市こころの健康増進センター、全国精神保健福
祉センター長会）

P-10-1-1 松村 健太 （富山大学エコチル調査富山ユニットセンター）
教育歴と産後うつのリスク：エコチル調査より

P-10-1-2 桑原 史子 （広島県健康福祉局健康対策課）
広島県における自殺予防SNS相談事業の取組み
について

P-10-1-3 池田 衣澄 （富山県立大学看護学部）
大学生のメンタルヘルスに関する季節性変化の検
討

P-10-1-4 坂田 愛明 （鹿児島県加世田保健所）
精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構
築に向けた一考察

P-10-1-5 佐々木久長 （秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻）
自殺予防にかかわるメンタルヘルスサポーターの
活動状況の報告：アンケート調査

P-10-1-6 松本 千晴 （熊本県立大学総合管理学部）
自殺予防学生ゲートキーパー養成研修による大学
生の自殺に対する思考の変化

P-10-1-7 平光 良充 （名古屋市衛生研究所）
抑うつ尺度に無回答項目がある者における自殺リ
スクの評価

P-10-1-8 高橋 晶 （筑波大学医学医療系災害・地域精神医学）
災害時の精神保健医療福祉活動マニュアル試案

P-10-1-9 鈴木 智美 （宮城大学看護学群看護学類地域看護学領域）
東日本大震災被災者の居住環境の変化による他者
との交流習慣・メンタルヘルスへの影響

P-10-1-10 事崎 由佳 （岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバン
ク機構）
岩手県における東日本大震災後の住居形態による
社会的孤立の状況

P-10-1-11 伊藤 悦子 （YIC看護福祉専門学校）
警察官通報体制と保健所保健師の再発予防支援の
関連

座長：反町 吉秀（青森県立保健大学大学院健康科学研究科）

P-10-2-1 平塚久美子 （東都大学ヒューマンケア学部看護学科）
A県内生活困窮者総合相談従事者が抱く「ひきこ
もり」へのイメージ

P-10-2-2 井上 遥太 （倉敷市保健所）
倉敷市における「病院交流会」の効果と今後の方
向性について

P-10-2-3 石川裕可里 （秋田県仙北地域振興局福祉環境部（大仙保健所））
アルコール関連問題地域連携検討会の一考察～支
援者間の「つながり」から回復支援へ～

P-10-2-4 大島 珠子 （山陽学園大学看護学部看護学科公衆衛生看護学）
Ａ県における「農福連携」を通した生きづらさを
抱える人の居場所づくりと就労支援

P-10-2-5 山口 佳子 （東京家政大学健康科学部看護学科）
未治療・治療中断の精神障害者の受療支援に関す
る評価指標の項目間の関連性

P-10-2-6 八木ゆかり （兵庫県中播磨健康福祉事務所（福崎保健所））
支援体制の脆弱な地域で精神障害者ピアサポー
ターが活動する効果と今後の方向性

P-10-2-7 西村 美八 （八戸学院大学）
精神障害者の地域生活および就労の現状と課題：
施設スタッフへのインタビュー調査

P-10-2-8 本保 善樹 （新久喜総合病院）
精神障害を持つ人の人権擁護の21世紀的枠組・
方向性 21世紀における国連、WHOの動向

P-10-2-9 岩田 昇 （桐生大学医療保健学部看護学科）
自記式調査票の効率化のための適応型テスト・シ
ミュレータの開発

P-10-2-10 小暮 孝道 （医療法人赤城会三枚橋病院精神科）
持効性注射剤の費用対効果と国家戦略への提言

第11分科会 口腔保健

座長：相田 潤（東京医科歯科大学健康推進歯学分野）

P-11-1-1 坪井 信二 （愛知県一宮保健所）
働く世代における噛むことと歯周病に関連する因
子との関係について
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P-11-1-2 加藤 一夫 （愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）
S-PRGフィラー配合バーニッシュの象牙質に対
する酸蝕抑制効果に影響する要因

P-11-1-3 安藤 雄一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
都道府県別にみた歯科医師の人口ピラミッドから
見える歯科医師供給の将来像

P-11-1-4 荻野 大助 （名寄市立大学保健福祉学部教養教育部）
大学一年生の生活習慣と歯科口腔保健に対する意
識調査

P-11-1-5 田村まゆみ （梅花女子大学看護保健学研究科口腔保健学専攻）
飲酒とう蝕との関連における歯口清掃および喫煙
の関与

P-11-1-6 柿沼美智留 （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）
工場勤務者を対象とした歯周病予防に関する共同
事業の取り組み

P-11-1-7 栗野 孝子 （鹿児島県川薩保健所）
川薩圏域におけるフッ化物洗口の取組によるう蝕
予防効果について

P-11-1-8 林 滉一朗 （ライオン株式会社）
職域における受診者の口腔保健行動変容と口腔健
康を促す啓発一体型健診の有用性

P-11-1-9 田野 ルミ （国立保健医療科学院）
歯科衛生士の働き方等に関する意向：歯科衛生士
学校養成所および卒業年次生への調査

P-11-1-10 伊藤 瑠美 （青森県立保健大学大学院健康科学研究科保健医
療福祉政策システム領域）
かかりつけ歯科の有無ががん治療開始前の口腔内
状況と歯科保健行動に及ぼす影響の要因

P-11-1-11 井上 裕子 （東京医科歯科大学健康推進歯学分野）
40～74歳における婚姻状況と歯科の自覚症状
に対する受療行動の関連

座長：三浦 宏子（北海道医療大学歯学部保健衛生学分野）

P-11-2-1 茂呂 歩実 （鶴見大学歯学部小児歯科学講座）
各自治体における乳幼児健診と他健診のデータ共
有や連携の実際について

P-11-2-2 原野 友歌 （北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課）
乳幼児歯科健診の受診率向上を目指して

P-11-2-3 堀内 祐希 （京都市伏見区役所醍醐支所健康福祉部健康長寿
推進課）
幼少期からの歯科保健の取組「歯っぴースマイル
大作戦」について

P-11-2-4 佐藤 千華 （岩沼市役所健康増進課）
1歳8ヶ月児から3歳6ヶ月児の乳歯う歯増加に
関連する要因の検討

P-11-2-5 坂東 志乃 （宮城大学看護学群地域看護学領域）
地域高齢者の主観的咀嚼力と生活習慣等の関連
―特定健診・後期高齢者健診結果から―

P-11-2-6 斉藤 智也 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
平成28年度歯科疾患実態調査を用いた都市規模
別の口腔内状況と口腔保健行動の分析

P-11-2-7 財津 崇 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
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

P-11-2-8 松井 大輔 （京都府立医科大学大学院地域保健医療疫学）
口腔機能低下症と筋力および骨密度に関する検討
～第二報～

P-11-2-9 糠谷優貴子 （京都府立医科大学歯科口腔科学）
口腔機能低下症と歩行速度に関する検討

P-11-2-10 木内 桜 （東北大学歯学研究科）
口腔と認知症発症の関連のメカニズム：媒介分析
による検討

P-11-2-11 谷口 瑛里 （広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学研
究室）
「オーラルフレイル」「フレイル」に関する新聞
記事分析

第12分科会 感染症

座長：中里 栄介（佐賀県鳥栖保健所）

P-12-1-1 齋藤 政信 （愛知県一宮保健所総務企画課）
感染症法改正後の百日咳発生報告と現状～全数把
握体制の課題への対応～

P-12-1-2 太田 晶子 （埼玉医科大学医学部社会医学）
感染症発生動向調査に基づく検討 第1報 RSウ
イルス感染症の警報発生

P-12-1-3 川戸美由紀 （藤田医科大学医学部衛生学講座）
感染症発生動向調査に基づく検討 第2報 RSウ
イルス感染症の罹患数推計

P-12-1-4 村上 義孝 （東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野）
感染症発生動向調査に基づく検討 第3報 インフ
ルエンザの型別罹患数の推計

P-12-1-5 大庭 真梨 （東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野）
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

P-12-1-6 橋本 修二 （藤田医科大学医学部衛生学）
感染症発生動向調査に基づく検討 第5報 4類感
染症の多発現象の検出

P-12-1-7 駒田真由子 （東京医療保健大学東が丘看護学部）
就労状況とインフルエンザワクチン接種行動との
関連

P-12-1-8 蕪木 康郎 （さいたま市健康科学研究センター保健科学課）
さいたま市内で流行したRSウイルスのG蛋白
全領域遺伝子の解析

P-12-1-9 泊 賢太郎 （さいたま市健康科学研究センター）
さいたま市内におけるA群溶血性レンサ球菌の
薬剤感受性の動向

P-12-1-10 江原 勇登 （埼玉県衛生研究所ウイルス担当）
埼玉県感染症重大事案対策事業について

座長：依田 健志（川崎医科大学公衆衛生学）

P-12-2-1 垣本 烈 （江東区保健所）
大手運送会社仕分け基地で発生した、結核のアウ
トブレイクについて

P-12-2-2 土岐 岳子 （川崎市中原区地域みまもり支援センター）
小児結核サーベイランス－川崎市の事例から－

P-12-2-3 川原 康彦 （宮崎県衛生環境研究所）
宮崎県内での結核菌の遺伝子型と分布状況につい
て

P-12-2-4 杉山美奈子 （墨田区保健所保健予防課）
結核治療で留学在留資格を失ったベトナム人に対
する結核支援の一事例

P-12-2-5 野呂 優樹 （名古屋市北区保健福祉センター）
日本語学校での結核集団感染事例の対応

P-12-2-6 加藤 由佳 （横浜市健康福祉局健康安全課）
横浜市における外国生まれの結核患者の疫学的特
徴について

P-12-2-7 赤堀ハリス （横浜市健康福祉局健康安全課）
2019年の横浜市における梅毒発生状況の分析

P-12-2-8 唐井奈那子 （名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学専攻）
地域DOTSにおける包括的患者支援の実態に関
する文献検討

P-12-2-9 谷畑 健生 （神戸市環境保健研究所）
若年者（高校生・大学生程度）の主要性感染症の
動向
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P-12-2-10 安藤紗絵子 （埼玉県衛生研究所感染症疫学情報担当）
埼玉県におけるB型肝炎ワクチン定期接種状況
の生年別調査

P-12-2-11 但馬 匠 （株式会社 JMDC製薬本部データ解析部）
大人の風しんと予防接種の受診に関する実態調査

座長：本多 麻夫（埼玉県衛生研究所）

P-12-3-1 川口谷充代 （札幌医科大学医学部衛生学講座）
成人に由来する非侵襲性肺炎球菌の血清型分布の
経年的変化（2011-2019）

P-12-3-2 吹田安佐詠 （大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学）
大阪府下の介護老人保健施設における下痢症の罹
患率とそのリスク因子

P-12-3-3 吉田 弘 （国立感染症研究所ウイルス第二部）
5年間の環境水サーベイランスにより検出された
エンテロウイルス伝播の解析

P-12-3-4 三好 龍也 （堺市衛生研究所）
堺市における環境水サーベイランスにて検出され
たエンテロウイルスについて

P-12-3-5 小澤 広規 （横浜市衛生研究所）
環境水サーベイランスにおける新型コロナウイル
スの検出

P-12-3-6 藤山 理世 （神戸市保健所）
神戸市の新型コロナウイルス感染症患者の宿泊療
養施設におけるPCR検査について

P-12-3-7 内田 満夫 （群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
群馬県における新型コロナウイルス感染症の流行
とその特徴

P-12-3-8 有村 祐亮 （滋賀県草津保健所）
滋賀県草津保健所が経験した新型コロナウイルス
感染症クラスター事例の振り返り

P-12-3-9 倉野 麻子 （世田谷保健所感染症対策課）
世田谷区内事業所で発生した風しん集団発生事例

P-12-3-10 小澤 亨司 （小澤歯科医院）
マスクの除塵性能について

第13分科会 健康危機管理

座長：小林 廉毅（東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）

P-13-1-1 諸戸 雅治 （市立福知山市民病院小児科）
地域中核病院におけるCOVID-19院内発生によ
る診療制限時の来院者対応について

P-13-1-2 新谷 浩子 （和歌山県湯浅保健所）
管内の病院関係者における新型コロナウイルス感
染症の集団発生について

P-13-1-3 馬場理恵子 （南多摩保健所）
高齢者デイケア施設と利用者家族に拡大した新型
コロナウイルスの感染事例

P-13-1-4 村山留美子 （神戸大学人間発達環境学研究科）
2020年3月時点のCOVID-19に関する市民の
意識とSARS時データとの比較

P-13-1-5 出口 弘 （東京工業大学）
透析クリニックでの新型コロナウイルスによる
IgM／IgG抗体形成とその変化の研究

P-13-1-6 金村 政輝 （宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研
究部）
新型コロナウイルス感染症対策－発生状況の「見
える化」の一方策

P-13-1-7 野尻 一孝 （別府大学食物栄養科学部）
2020年新型コロナウイルス流行下における自
治体の合意形成

P-13-1-8 竹内 知子 （墨田区保健所保健予防課）
COVID19感染症の集団発生を認めた区内医療機
関の一事例

P-13-1-9 永坂 大地 （東京都福祉保健局南多摩保健所）
東京都南多摩保健所にて実施した新型コロナウイ
ルス検体採取の報告

座長：緒方 剛（茨城県土浦保健所）

P-13-2-1 宮崎美砂子 （千葉大学大学院看護学研究科）
実務保健師の災害時の対応能力育成のための研修
ガイドラインの作成と精錬

P-13-2-2 奥田 博子 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
実務保健師の災害時対応能力育成のための研修ガ
イドラインによる研修効果：A県の検証

P-13-2-3 深谷 真子 （愛知県保健医療局健康医務部医療計画課）
実務保健師の災害時対応能力育成のための研修ガ
イドラインによる研修効果～B県の検証

P-13-2-4 鈴木 孝太 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対
する一般市民の意識と行動変容

P-13-2-5 若山 怜 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
一般市民における新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の情報収集に関する基礎的検討

P-13-2-6 山田 全啓 （奈良県中和保健所）
日本人初の新型コロナウイルス感染症の対応とそ
の検証

P-13-2-7 中井 寿雄 （金沢医科大学看護学部）
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

P-13-2-8 水野 智美 （渋谷区保健所）
COVID-19の渋谷区における感染拡大の傾向：
積極的疫学調査の行動歴分析

P-13-2-9 椎名 政昭 （千葉市保健所感染症対策課）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者
の入院治療の必要性に関わる因子の解析

P-13-2-10 杉浦 勇希 （浜松医科大学医学部医学科）
COVID-19流行下における行政・医療機関等の
情報発信が市民の当事者意識に与える影響

座長：小橋 元（獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）

P-13-3-1 日比野直子 （三重県立看護大学）
三重県東紀州地域の被災した保健師の想定外の災
害に対する保健活動 第1報

P-13-3-2 中北 裕子 （三重県立看護大学看護学部）
三重県東紀州地域で災害を経験して変化した保健
活動 第2報

P-13-3-3 池田 和功 （和歌山県新宮保健所）
災害時健康危機管理活動の支援・受援体制整備と
DHEAT養成事業

P-13-3-4 早川 貴裕 （栃木県県西健康福祉センター）
DHEAT基礎編研修受講後の研修実施状況報告

P-13-3-5 中臣 昌広 （一般財団法人日本環境衛生センター）
令和元年台風19号被災地の避難所における空気
環境等の実態

P-13-3-6 夏目 恵子 （愛知県西尾保健所）
保健所プロジェクトチームによる災害対応訓練の
実践報告

P-13-3-7 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）
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」

P-13-3-8 古賀佳代子 （福岡大学医学部看護学科）
熊本地震の1年後における就労者の精神的健康に
ついて‐車中避難がPTSDに与える影響-

P-13-3-9 皆川 洋子 （愛知県衛生研究所生物学部ウイルス研究室）
地方衛生研究所病原体検査部門の人材確保-コン
ピテンシーリストの作成
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座長：廣瀬 昌博（島根大学医学部地域医療政策学講座）

P-13-4-1 中里 栄介 （佐賀県健康福祉部福祉課）
令和元年佐賀豪雨災害における保健医療調整本部
活動報告

P-13-4-2 山村奈津子 （公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構
研究戦略センター）
平成30年7月豪雨災害の被災市町村における要
介護認定率の変化に関する検討

P-13-4-3 天野 遥香 （広島県）
平成30年7月豪雨で県型保健所保健師が実践し
た行動と役割

P-13-4-4 山下 十喜 （広島県）
平成30年7月豪雨の広島県被災者における1年
後の健康調査（第1報）被災後の生活変化

P-13-4-5 東久保ちあき（広島県）
平成30年7月豪雨災害の広島県被災者における
1年後の健康調査（第2報）心の健康状態

P-13-4-6 櫻木 初美 （久留米大学大学院医学系研究科）
災害ボランティアの健康問題とその要因から考え
る健康管理支援のあり方に関する研究

P-13-4-7 尾関佳代子 （浜松医科大学健康社会医学講座）
在宅医療ケア児の診療を行っている医師へのイン
タビュー調査から見えた災害への課題

P-13-4-8 坂本 譲 （東北学院大学教養学部人間科学科）
自然災害に起因する生活リズムの変化が子どもの
ストレスや免疫応答に及ぼす長期影響

P-13-4-9 増田 直美 （鹿児島県鹿屋保健所）
鹿屋保健所管内の長期療養児における災害時支援
についての一考察

P-13-4-10 曽根 志穂 （石川県立看護大学地域看護学）
災害時に健康を守るための備えに取り組む地域防
災活動事業の成果と課題

座長：佐藤 元（国立保健医療科学院）

P-13-5-1 植村 直子 （東京家政大学健康科学部看護学科）
公衆衛生従事者を対象とした国内外の災害研修方
法の概観

P-13-5-2 岩崎 翔香 （災害医療センター）
斜面地の多い地域で活動する訪問看護師の在宅療
養者に対する防災・減災対策支援の現状

P-13-5-3 上田実佳子 （東京都健康安全研究センター企画調整部健康危
機管理情報課）
健康危機発生時のWeb会議システムを用いた感
染症対策における連携構築の検討

P-13-5-4 坂本 瑞生 （弘前大学）
原子力災害時における汚染検査を担う自治体職員
の準備状況等調査

P-13-5-5 大類 真嗣 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
放射線健康不安改善のためのゲートキーパー向け
研修プログラムの開発とその評価

P-13-5-6 山内可南子 （弘前大学大学院保健学研究科）
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

P-13-5-7 深井 颯 （東京工業大学情報理工学院）
画像認識とライブカメラを用いた国・地域別のマ
スク着用率サーベイランス研究

P-13-5-8 江藤亜紀子 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
研究助成と文献の調査からみた在宅の要配慮者等
に関する災害研究の動向分析

P-13-5-9 中川 茉祐 （神戸大学大学院保健学研究科）
発達障害児を持つ家族の災害準備の実態－災害時
のレジリエンス向上をめざして－

第14分科会 医療制度・医療政策

座長：加藤 源太（京都大学医学部附属病院診療報酬センター）

P-14-1-1 川合 眞美 （日本赤十字医療センター）
沖縄県A村における島民同士のつながりを考慮
した保健師活動の実際

P-14-1-2 藤原 希 （国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
看護学生が抱くへき地での看護活動のイメージと
就職志望の実際

P-14-1-3 大木いずみ （栃木県立がんセンターがん予防情報相談部）
国が指定するがん診療連携拠点病院のがん診療に
おける診断・治療の占める割合

P-14-1-4 西野 善一 （金沢医科大学医学部公衆衛生学）
がん診療連携拠点病院への診療集約化の状況―二
次医療圏別の検討

P-14-1-5 児玉 知子 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
歯科レセプト分析による歯科医療提供状況の評価
（第1報）都道府県分析

P-14-1-6 井田 有亮 （東京大学大学院医学系研究科課題解決型高度医
療経営人材育成プログラム）
歯科レセプト分析による歯科医療提供状況の評価
（第2報）二次医療圏分析

P-14-1-7 大島 克郎 （日本歯科大学東京短期大学）
歯科医師免許登録後における就業状況の推移：医
師・歯科医師・薬剤師調査を用いた分析

P-14-1-8 山下 暁士 （名古屋大学医学部附属病院メディカル IT セン
ター）
NDBレセプトデータを用いた愛知県の傷病別医
療需要の解析

P-14-1-9 佐藤 菊枝 （名古屋大学医学部附属病院メディカル IT セン
ター）
DPCデータを用いた愛知県の疾患別手術実績と
医師数からみた医療圏比較

座長：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医療
経済・病院経営学部門）

P-14-2-1 西條 泰明 （旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分
野）
大学病院における逆紹介を阻害する要因の検討

P-14-2-2 三浦 宏子 （北海道医療大学歯学部保健衛生分野）
勤務時間分析による歯科医師の仕事率の算出と地
域差の検証

P-14-2-3 竹内 浩視 （浜松医科大学地域医療支援学講座）
医師数の性・年齢階級別変化が医療施設のマンパ
ワーに与える影響の定量的評価の試み

P-14-2-4 長崎 雄二 （大阪府医師会調査委員会）
日本の社会保障に関する府民調査

P-14-2-5 東川 光弘 （大阪府医師会調査委員会）
医業承継に関する会員意見調査

P-14-2-6 渡邊ともね （国立がん研究センターがん対策情報センターが
ん臨床情報部）
がんの診断日から初回治療導入日までの期間の検
討

P-14-2-7 箕浦 明 （昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
昭和大学病院における癌患者の現住所による受診
動向の比較に向けたパイロットスタディ

P-14-2-8 岩永 資隆 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
国際保健学講座健康政策・国際保健学分野）
受動喫煙の防止に関する条例の研究

P-14-2-9 湯川 慶子 （国立保健医療科学院政策技術評価研究部）
ロボット支援下手術等の先端的な手術・手技に関
する国内外の臨床試験の動向
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第15分科会 公衆衛生従事者育成

座長：柳澤 尚代（弘前学院大学看護学部）

P-15-1-1 馬場 順子 （福岡県保健医療介護部健康増進課）
市町村における非常勤保健師との協働による効果
的な活動方法の検討 第1報

P-15-1-2 鳩野 洋子 （九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分
野）
市町村における非常勤保健師との協働による効果
的な活動方法の検討 第2報

P-15-1-3 吉岡 京子 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
保健師による保健医療福祉計画策定に関する全国
調査（第1報）

P-15-1-4 細谷 紀子 （千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科）
保健師による保健医療福祉計画策定に関する全国
調査（第2報）

P-15-1-5 勝山久美子 （京都府健康対策課）
京都府、市町村保健事業の効果的・効率的展開を
めざしたデータ活用能力育成の研修評価

P-15-1-6 濱里セツ子 （長崎県立大学看護栄養学部看護学科）
大学院修了新任保健師の地域診断の実践と大学院
での学び

P-15-1-7 小出 恵子 （四天王寺大学看護学部）
保健事業を改善するために必要なチームリーダー
保健師の公衆衛生看護技術

P-15-1-8 松川 泰子 （京都光華女子大学健康科学部看護学科）
保健師基礎教育に関するバーチャルリアリティ
（VR）活用の海外文献の検討

P-15-1-9 森鍵 祐子 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻）
事業評価・地域診断・施策形成に関する研修参加
による事業評価に対する認識と実施状況

P-15-1-10 道林千賀子 （岐阜医療科学大学看護学部看護学科）
自治体のたばこ対策に関するコンピテンシー評価
尺度－保健師用の開発

P-15-1-11 仲下祐美子 （大阪医科大学看護学部）
保健師教育の教科書におけるたばこに関する記載
内容の分析

P-15-1-12 野村 政子 （東都大学ヒューマンケア学部看護学科）
保健師の活動の質向上に資する観点からみた家庭
訪問記録電子化の課題

座長：成田 友代（東京都福祉保健局）

P-15-2-1 相原 洋子 （神戸学院大学総合リハビリテーション学部）
地域包括支援センター職員のヘルスコミュニケー
ションの実態

P-15-2-2 武村 真治 （国立保健医療科学院）
国立保健医療科学院の養成訓練のこれまでの実績
と今後の展望

P-15-2-3 仲里 良子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
公衆衛生看護学における学生の主体的な学びを重
視した健康教育実習プログラムの開発

P-15-2-4 松尾嘉代子 （長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科）
管理栄養士養成課程の臨地実習における「自己学
習ノート」の有用性に関する研究

P-15-2-5 森 裕樹 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域包括支援センター職員における社会資源情報
の収集法と社会参加活動に関する認識

P-15-2-6 服部真理子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
4年制大学選択制保健師課程卒業の新任期保健師
の支援技術獲得の状況とその影響要因

P-15-2-7 三浦 佳奈 （山形県立米沢栄養大学健康栄養学部）
管理栄養士を志す学生に対する手洗い試験の実施
とその教育効果測定に関する研究

P-15-2-8 辻口 貴清 （弘前大学大学院保健学研究科）
原子力災害拠点病院の施設要件に係る原子力災害
医療自施設研修の高受講率化に向けて

P-15-2-9 渡邊 正樹 （日本赤十字秋田看護大学）
在宅看護論実習におけるルーブリック評価の導入
―実習指導者と教員による取り組み―

P-15-2-10 大沼 由香 （仙台赤門短期大学看護学科）
新型コロナウィルス感染症禍の変則的な在宅看護
実習における感染予防と看護職務の学び

P-15-2-11 松野あやえ （宮城県保健福祉部精神保健推進室）
3.11の教訓を踏まえた地域保健活動実践に向け
た人材育成とネットワーク構築への一考察

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健

座長：三沢あき子（京都府山城南保健所）

P-16-1-1 岡本 玲子 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
実装研究統合枠組みの日本の保健事業カスタマイ
ズ版（CFIR-J）開発と活用可能性の検討

P-16-1-2 山本 佳子 （大阪大学大学院医学系研究科）
実装研究統合枠組み（CFIR-J）を用いた保健師
の事業展開における重要度・実施度の実態

P-16-1-3 大砂 彩水 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学教
室）
実装研究統合枠組み（CFIR-J）を用いた保健師
の事業実装力と学習経験との関連

P-16-1-4 藤岡 茉奈 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
保健師による事業・活動における先進優良事例の
横展開の実態と関連要因の検討

P-16-1-5 金屋 佑子 （東京女子医科大学看護学部地域看護学）
保健師の研究活動に対する大学教員のサポートに
ついてのプロセス評価

P-16-1-6 小室 陽子 （福島県立医科大学大学院）
地域保健活動の土台となるもの∽1950年代か
ら1970年代の保健師活動の質的分析から∽

P-16-1-7 深谷 太郎 （東京都健康長寿医療センター研究所）
包括的支援体制構築に向けた保健センターと他分
野の連携に関する研究：全国調査より

P-16-1-8 庄野あい子 （昭和薬科大学社会薬学研究室）
市区町村による任意の季節性インフルエンザワク
チン接種の公費助成の実態

P-16-1-9 前原めぐみ （愛知県知多保健所）
知多保健所管内で発生した2つのクラスターを含
む新型コロナウイルス感染症症例の現状

P-16-1-10 稲垣 智一 （東京都北区保健所）
東京都北区における新型コロナウイルス感染症の
実態報告1：北区住民患者の発生届分析

P-16-1-11 中西 浩之 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
東京都北区における新型コロナウイルス感染症の
実態報告2：積極的疫学調査による分析

P-16-1-12 中野 克俊 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
東京都北区における新型コロナウイルス感染症の
実態報告3：電話相談による分析

P-16-1-13 稲垣 竜矢 （瀬戸保健所）
瀬戸保健所管内の診療所に対する医療法第25条
第1項の規定に基づく立入検査について

座長：鳩野 洋子（九州大学大学院医学研究院保健学部門）

P-16-2-1 磯部 澄枝 （新潟県新津保健所）
災害時における給食施設に対する支援のあり方に
関する検討～保健所の役割を中心に～

P-16-2-2 麻生 保子 （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）
ため込み症予防に向けた地域における看護職の役
割に関する文献レビュー

P-16-2-3 劔 陽子 （熊本県人吉保健所）
国際貢献の一手法として自治体が受け入れる外国
人研修に関する調査
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P-16-2-4 箭野しづこ （高知県安芸福祉保健所）
保健医療福祉の連携により取り組む糖尿病性腎症
重症化予防対策について

P-16-2-5 土井麻理子 （国立保健医療科学院政策技術評価研究部）
薬剤師卒業後の従事状況に関する検討

P-16-2-6 北東 美枝 （東京医科歯科大学）
地域保健活動における家庭訪問記録の共有状況に
ついて

P-16-2-7 佐野 智子 （城西国際大学福祉総合学部）
全国自治体における高齢者の難聴対策に関する実
態調査

P-16-2-8 石井 英子 （岐阜保健大学）
アジア系外国人の日本語総合能力と結核受診行動
要因の検討

P-16-2-9 内田 弘子 （大分県福祉保健部国保医療課）
データヘルスの推進～モデル自治体での保健・医
療・介護データ連結による医療費分析～

P-16-2-10 荒木田美香子（川崎市立看護短期大学）
保健所調査及び労働基準監督署からみた地域・職
域連携推進協議会の展開上の課題

P-16-2-11 柴田 英治 （愛知医科大学保健管理センター）
地域・職連携推進協議会の活性化に向けた支援方
法の検討

P-16-2-12 大谷喜美江 （日本赤十字豊田看護大学）
管理監督者が認識する医療機関保健師への期待
―地域包括ケア推進に向けて―

P-16-2-13 齋藤 尚子 （帝京大学医療技術学部看護学科）
市町村保健師の健康職場に関連する要素の検討

第17分科会 公衆栄養

座長：野津あきこ（鳥取短期大学）

P-17-1-1 中西 尋子 （武庫川女子大学食物栄養科学部）
保育現場における食育活動の実態に関する質的研
究

P-17-1-2 北村 真理 （武庫川女子大学食物栄養科学部）
園での栽培活動が子どもたちの野菜に対する興
味・関心に及ぼす影響について

P-17-1-3 村田 淳子 （相模原市役所緑子育て支援センター）
食からの親と子に寄り添う子育て支援：ソーシャ
ルメディアを活用した情報発信の取組

P-17-1-4 安田 光佑 （株式会社ユーグレナ）
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

P-17-1-5 内山 真理 （埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科）
小中学生の朝食摂取状況と「主観的健康感」およ
び「心のありよう」について

P-17-1-6 渡邉 純子 （南九州大学健康栄養学部）
中学生の心身の健康問題低減プログラム（SPRAT）
ベースライン調査結果

P-17-1-7 奥田 昌之 （山口大学大学院創成科学研究科）
中学生の簡易型自記式食事歴質問票の外れ値

P-17-1-8 平澤 和樹 （仙台青葉学院短期大学栄養学科）
中学生の食品マーケティングへの曝露状況とその
影響に関する横断調査

P-17-1-9 中出麻紀子 （兵庫県立大学環境人間学部食環境栄養課程）
大学生における昼食時の料理選択と食事に対する
意識との関連

P-17-1-10 杉本 加代 （高知大学医学部地域看護学講座）
女子大学生のサプリメント使用と生活習慣との関
連

P-17-1-11 山口 智美 （長崎県立大学地域創生研究科人間健康科学専攻）
大学生における栄養成分表示に関心があることと
良好な食生活の関連について

座長：由田 克士（大阪市立大学大学院生活科学研究科食・健康科学講
座公衆栄養学）

P-17-2-1 山洞なつめ （日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻）
大学生の食環境と栄養・味覚識別能調査第1報
エネルギー産生栄養素バランスについて

P-17-2-2 石井 礼菜 （日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻）
大学生の食環境と栄養・味覚識別能調査第2報
脂質摂取量と菓子摂取量について

P-17-2-3 秋葉 舞子 （日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻）
大学生の食環境と栄養・味覚識別能調査第3報
ビタミンC摂取量について

P-17-2-4 伊東 順太 （城西大学大学院薬学研究科）
大学生陸上短距離選手の無酸素性パワーに関連す
る身体・栄養要因の抽出

P-17-2-5 伊藤夕賀子 （広島大学大学院医歯薬保健学研究科）
西日本豪雨災害で被災した母子の食生活支援に係
る管理栄養士の活動状況

P-17-2-6 千葉 啓子 （岩手県立大学研究・地域連携本部）
幼児の微量元素摂取量に関する研究（その2）

P-17-2-7 前川 瑞穂 （京都府立医科大学地域保健医療疫学）
食事形態別における栄養素摂取量及び食品摂取頻
度の検討

P-17-2-8 芳賀智恵子 （青森県むつ保健所）
青森県内飲食店の麺類スープの塩分量（第1報：
地域差及び価格との関連）

P-17-2-9 盛 美咲 （青森県五所川原保健所）
青森県内飲食店の麺類スープの塩分量（第2報：
血圧判定異常者との相関）

P-17-2-10 井上 清美 （姫路獨協大学看護学部）
食育推進活動を育むネットワークアクション第2
報―活動浸透の視点からー

P-17-2-11 松原 建史 （株式会社健康科学研究所）
体格指数、食行動と運動実践状況の横断的関係

座長：西 信雄（医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所）

P-17-3-1 境田 靖子 （長崎県立大学看護栄養学部）
乳幼児健診データを活用した児のBMI の変化と
食生活および肥満度の関連

P-17-3-2 浜崎 景 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）
妊娠期の魚食と産後6か月および1歳時の神経発
達との関連について（エコチル調査）

P-17-3-3 東 壽一郎 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
朝食欠食習慣のある児童の栄養素・食品摂取の特
徴と関連する生活習慣・環境の探索

P-17-3-4 深谷 睦 （城西大学薬学部医療栄養学科）
管理栄養士養成課程に在籍する学生における健康
管理と健康関連アプリ利用に関する調査

P-17-3-5 吉武理香子 （筑波大学大学院人間総合科学学術院人間総合科
学研究群体育学学位プログラム）
学生アスリートにおける食品摂取の多様性の現状
と栄養に関する知識と意識等との関連性

P-17-3-6 川尻由美子 （医療法人社団Bambini クリニックばんびぃに）
特定給食施設栄養管理報告書におけるビタミンD
の現状

P-17-3-7 八重樫昭徳 （北海道大学大学院医学院社会医学分野公衆衛生
学教室）
地域在住日本人高齢者におけるたんぱく質摂取量
と骨格筋量、筋肉量、握力との関連

P-17-3-8 大内田由美 （大阪市健康局健康推進部健康づくり課）
栄養バランス及び野菜摂取の今後の啓発の方向性
のため実施した意識調査の結果について

P-17-3-9 野口 泰司 （国立長寿医療研究センター）
中高齢期の婚姻状況の変化が野菜摂取量に及ぼす
影響：5年間の縦断研究
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P-17-3-10 岡 隆史 （岐阜県保健環境研究所）
岐阜県在住女性の二次医療圏毎での栄養摂取状況
比較

P-17-3-11 安江 亜希 （岐阜県可茂保健所）
料理からみた野菜・食塩摂取状況－平成28年度
県民栄養調査結果の活用－

第18分科会 健康運動指導

座長：中山 健夫（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康
情報学分野）

P-18-1-1 植木 真 （株式会社健康科学研究所）
人伝えの連鎖的流布による身体活動量増加に向け
た取り組みと成果

P-18-1-2 市原 青葉 （慶応義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
ヘルスケアロボットHALの運動プログラムが身
体活動・身体機能に与える影響について

P-18-1-3 佐藤 正樹 （群馬県立県民健康科学大学看護学部）
中山間地域に位置するAプールの利用者の身体
機能の調査

P-18-1-4 篠田 邦彦 （新潟大学）
「エッセンシャル10」の予測マーカーとしての
可能性の検討―立ち三段跳びの改善要因―

第19分科会 食品衛生・薬事衛生

座長：寺田 宙（国立保健医療科学院生活環境研究部）

P-19-1-1 入江 晴香 （別府大学食物栄養科学部）
食品の安全に関わる一つの問題 ～いわゆる「バ
イトテロ」から食品をどう守るのか？～

P-19-1-2 高畑 能久 （大阪成蹊大学フードシステム研究室）
わが国の外食・中食産業（調理・提供施設）にお
ける食品防御対策の現状調査

P-19-1-3 神奈川芳行 （奈良県立医科大学公衆衛生学教室）
食品防御対策ガイドラインの改訂と中小規模事業
者向けの改善について

P-19-1-4 土江 里穂 （別府大学食物栄養科学部）
国際的なイベントにおける食品防御対策の具体例
と今後の検討課題

P-19-1-5 加藤 礼識 （別府大学食物栄養科学部）
ジビエ肉の解体方法による汚染度の違いに関する
検討

P-19-1-6 長浜 善行 （埼玉県衛生研究所）
埼玉県における流通食品（食肉）の放射能調査

P-19-1-7 藤井 仁 （目白大学看護学部）
指定成分等含有食品の利用者における危険情報の
認識と行動変容に関する研究

P-19-1-8 山下 清佳 （鹿児島県環境保健センター）
セレウス菌食中毒事件におけるセレウリドの検出
について

P-19-1-9 熊谷 優子 （和洋女子大学家政学部健康栄養学科）
食品由来疾患の疾病負荷に関する研究

P-19-1-10 設樂 紘史 （さいたま市健康科学研究センター）
海洋性自然毒2種の同時分析の検討

第20分科会 産業保健

座長：渋谷 克彦（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

P-20-1-1 大浦 智子 （奈良学園大学）
高齢者介護に従事する介護福祉士が自覚する仕事
パフォーマンスの関連項目の探索

P-20-1-2 井上 辰樹 （龍谷大学社会学部）
某特養介護等職員の心と身体の健康づくり研究
（第4報）高ストレス者のストレス因子

P-20-1-3 猪股 久美 （帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科）
ストレスチェック結果をもとにした職場環境改善
における看護支援の記述的研究

P-20-1-4 藤原 啓子 （名古屋市役所）
働き方改革における新規採用者の働く意識の検証

P-20-1-5 森下 久美 （ダイヤ高齢社会研究財団）
シルバー人材センター会員の屋外作業における疲
労対処行動

P-20-1-6 藤井 朋子 （東京大学医学部附属病院22世紀医療センター運
動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講
座）
企業における治療と仕事の両立支援の現状に関す
る検討

P-20-1-7 室野奈緒子 （石川県立看護大学）
メンタルヘルス不調者の職場復帰における産業看
護職の人事労務担当者との連絡・調整

P-20-1-8 大山 篤 （（株）神戸製鋼所東京本社健康管理センター）
正規／非正規雇用労働者の有給休暇取得や通院状
況に関する研究

P-20-1-9 中尾 杏子 （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）
勤労者における労働生産性の変化要因に関する分
析

座長：塚原 照臣（信州大学医学部産業衛生学講座）

P-20-2-1 寺田 勇人 （高輪労働衛生コンサルタント事務所）
東京都医師会所属の嘱託産業医の負担増加と対応
策の検討

P-20-2-2 小澤 咲子 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
企業従業員のプレゼンティーズムと職場の心理社
会的要因との関係に関する性別の検討

P-20-2-3 土田ももこ （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
企業従業員の労働パフォーマンスに関わる生活習
慣についての性・年齢層別検討

P-20-2-4 島田 保子 （株式会社タニタヘルスリンク）
テレワーク期間中定時的に体操の時間を設けるこ
とによる身体的心理的有効性の評価

P-20-2-5 神藤 隆志 （公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究
所）
企業における昇降デスク導入の関連要因と課題

P-20-2-6 栗岡 住子 （桃山学院教育大学人間教育学部）
中小企業経営者における職業性ストレスに関する
現状－半構造化面接を用いて－

P-20-2-7 中村 侑加 （元順天堂大学大学院医療看護学研究科博士前期
課程地域看護学）
産業看護職が捉える子育て中の女性社員の健康の
現状と支援

P-20-2-8 和田 直子 （新潟医療福祉大学看護学部看護学科）
子育てと仕事を両立している母親の産業看護職に
対する期待

P-20-2-9 上原 美子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
研修担当者のインタビュー調査からみえる新任養
護教諭の力量

座長：林 基哉（北海道大学工学大学院）

P-20-3-1 錦谷まりこ （九州大学病院メディカルインフォメーションセ
ンター）
COVID-19と不安定雇用（1）：労働力調査と米
国雇用統計より―易解雇集団の特徴

P-20-3-2 鶴ヶ野しのぶ（電気通信大学保健管理センター）
COVID-19と不安定雇用（2）：労働力調査と大
学実態調査より―就労学生への影響

P-20-3-3 井上まり子 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
COVID-19と不安定雇用（3）：労働力調査によ
る多様な就業・産業別休業者の動向
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P-20-3-4 古屋 佑子 （東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学）
職場のBGMは長時間労働抑制に効果があるか

P-20-3-5 岩永 麻衣 （東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野）
小中学校におけるいじめ経験が日本人労働者の
ソーシャルサポートに与える長期影響

P-20-3-6 南園 佐知子（秋田大学大学院医学系研究科衛生学・公衆衛生
学講座）
女性の性特有の症状と業種の関係

P-20-3-7 西本 大策 （鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻基幹看護
学講座）
臨床看護師のバーンアウトとレジリエンスの関
連－本土と離島の地域差について

P-20-3-8 佐藤 郁代 （奈良学園大学保健医療学部看護学科）
SOC低下要因の検討

P-20-3-9 新谷 奈苗 （和洋女子大学看護学部看護学科）
バーチャルな森林環境におけるストレス軽減効果
の検証

第21分科会 環境保健

座長：前川 平（京都府保健環境研究所）

P-21-1-1 林 基哉 （北海道大学大学院）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その1 事務所建築の空気環境不適率

P-21-1-2 齋藤 敬子 （（公財）日本建築衛生管理教育センター）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その2 空気環境測定に関する実態調査

P-21-1-3 開原 典子 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その3 室内温湿度の実態と課題

P-21-1-4 金 勲 （国立保健医療科学院）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その4 冷暖房期のCO2濃度と換気の実態

P-21-1-5 中野 淳太 （東海大学）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その5 中小規模・特定建築物の温熱環境

P-21-1-6 鍵 直樹 （東京工業大学環境・社会理工学院）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その6 室内PM2.5濃度の実態

P-21-1-7 東 賢一 （近畿大学・医・環境医学・行動科学）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その7 ビル関連症状と室内空気質

P-21-1-8 長谷川兼一 （秋田県立大学システム科学技術学部）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その8 建物規模と執務者の暴露環境

P-21-1-9 島崎 大 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その9 給水の管理状況と課題

P-21-1-10 柳 宇 （工学院大学）
建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査
その10 中小規模と特定建築物の比較

座長：水谷 淳（京都市保健福祉局衛生環境研究所）

P-21-2-1 緒方 文彦 （近畿大学薬学部公衆衛生学研究室）
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

P-21-2-2 蓮沼 英樹 （兵庫医科大学公衆衛生学教室）
一般環境経由した石綿曝露による健康影響に関す
る文献レビュー

P-21-2-3 三上 恭弘 （さいたま市健康科学研究センター）
さいたま市内における冬季のヒートアイランドと
気候変動に関する研究

P-21-2-4 清水 貴明 （さいたま市健康科学研究センター）
さいたま市内におけるスギ花粉飛散開始日の予測

P-21-2-5 小山 真緒 （千葉大学工学部総合工学科）
化学物質個人曝露量に与える室内濃度の影響

P-21-2-6 坂元 宏成 （千葉大学大学院融合理工学府地球環境科学専攻
都市環境システムコース）
解剖学教室におけるホルムアルデヒド個人曝露量
の測定

P-21-2-7 阪東美智子 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
民泊衛生管理手法に関するパンフレット試案
（2019年度版）

P-21-2-8 北島 巧海 （三重大学大学院）
物理的性質を考慮した家庭内電磁調理器からの中
間周波磁界ばく露推定モデル構築の試み

第22分科会 国際保健

座長：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）

P-22-1-1 鈴木恵美子 （山形県最上保健所）
WHO等保健医療事情調査：国際的な保健医療人
材育成-高齢化とHRH crisis-

P-22-1-2 町田 宗仁 （金沢大学医学系国際保健学）
活動報告 グローバルヘルスとUHCのための
パートナーシッププロジェクト（第2報）

P-22-1-3 福田 英輝 （国立保健医療科学院）
ケニア共和国における地区特性別にみた小学生学
童の口腔内状態

P-22-1-4 白山 芳久 （順天堂大学国際教養学部）
日本で暮らす外国人住民の健康支援への示唆ータ
イ北部ミャンマー移民研究の経験から

P-22-1-5 鈴村 美和 （社会医療法人松田整形外科記念病院）
外国人患者の当院受療時ニーズに関する社会疫学
的調査（第3報）

P-22-1-6 中谷 久恵 （広島大学大学院医系科学研究科）
産業保健における家族支援に関連する専門職の国
際比較調査

P-22-1-7 松永 瑞希 （日本女子大学家政学部食物学科）
消化性潰瘍疾患死亡率と食品供給量の探索的断面
調査―カンボジアの食環境の考察

第23分科会 保健医療介護サービス研究

座長：宮野伊知郎（高知大学医学部公衆衛生学教室）

P-23-1-1 櫻庭 唱子 （医療経済研究機構）
介護保険「保険者シート」の開発と活用に関する
研究【1】項目改訂と全国展開

P-23-1-2 半田 幸子 （生活構造研究所）
介護保険「保険者シート」の開発と活用に関する
研究【2】全国介護保険者の類型化

P-23-1-3 松本 佳子 （医療経済研究機構）
介護保険「保険者シート」の開発と活用に関する
研究【3】保険者支援コンテンツの開発

P-23-1-4 田村 元樹 （医療経済研究機構）
介護保険「保険者シート」の開発と活用に関する
研究【4】サービス実利用者の実態

P-23-1-5 服部 真治 （医療経済研究機構）
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

P-23-1-6 佐方 信夫 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
NDB公開データを用いた都道府県別の在宅医療
実施状況の分析
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P-23-1-7 鈴木美奈子 （順天堂大学国際教養学部）
日本人の主観的健康観（健康の定義）の現状と社
会的要因との関連

P-23-1-8 相場 繁 （医療創生大学看護学部看護学科）
SROI による健康増進事業・保健事業評価に関す
る文献レビュー

座長：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）

P-23-2-1 石橋 智昭 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）
ADLの改善に基づくアウトカム評価の課題；認
知障害レベルが与える影響を中心に

P-23-2-2 二宮 彩子 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）
要介護高齢者の抑うつ及び認知機能障害と同居有
無に着目した介護者のストレスとの関連

P-23-2-3 伊藤 智子 （筑波大学医学医療系）
COVID-19拡大期間における介護保険サービス
利用（報告1）―利用者数の変化

P-23-2-4 渡邊多永子 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）
COVID-19拡大期間における介護保険サービス
利用（報告2）―都道府県ごとの変化

P-23-2-5 平田佐智子 （株式会社エス・エム・エスAnalytics&Innova-
tion 推進部研究開発グループ）
COVID-19拡大期間における介護保険サービス
利用（報告3）―介護事業所の収入

P-23-2-6 黒田 直明 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）
在宅医療受療者における介護度の分布―個人宅と
施設居住者の比較

P-23-2-7 重田 史絵 （東洋大学）
福祉事業所におけるWHODAS2.0を用いた支援
効果の疫学的評価

P-23-2-8 平 健人 （筑波大学大学院）
歯科レセプト情報「歯式」の妥当性に関する検討


