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○お申し込み・お問い合わせは各代表世話人へご連絡ください。

10月24日（水） 14:30～16:00

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

1

第4回 アクションリサーチ
の普及と仲間づくり
― アクションリサーチに取
り組む経緯とその課題 ―

市民交流プラザ会議室
7階 大会議室1 50

○柴 喜崇
（北里大学医療衛生学部）
佐藤美由紀
（佐久大学看護学部）
植木 章三
（大阪体育大学・教育学部）
芳賀 博
（桜美林大学大学院老年学研究科）

TEL 042-778-9693
FAX 042-778-9686
E-mail：y-shiba@kitasato-u.ac.jp

10月24日（水） 16:30～18:00

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

2 公衆衛生に国境はない 市民交流プラザ会議室
7階 大会議室1 40

○大西眞由美
（長崎大学生命医科学域（保健学系））
中村 安秀
（甲南女子大学）

TEL 095-819-7943
FAX 095-819-7943
E-mail：mohnishi@nagasaki-u.ac.jp

3 男性保健師の会 市民交流プラザ会議室
7階 大会議室2 30

○桂 敏樹
（京都大学大学院医学研究科）
細川 陸也
（名古屋市立大学 看護学部）
平田 浩二
（大津市役所 地域包括ケア推進室）

TEL 090-8388-2390
E-mail：rikuya@med.nagoya-cu.ac.jp

4

公衆衛生と健康危機管理
第13回 被災者と支援者の
健康・安全を守る自治体・使
用者の義務 安全配慮義務を
考える

市民交流プラザ会議室
7階 第1会議室 50

○中瀨 克己
（吉備国際大学 保健医療福祉学部）
津久井 進（予定）
（日本弁護士連合会災害復興支援委員
会委員長）
近藤 久禎
（国立病院機構災害医療センター／
DMAT 事務局次長）
古屋 好美
（山梨県中北保健所）

TEL 0866-22-9126
FAX 0866-22-9126
E-mail：katsuminakase@gmail.com

5
住民主体のコミュニティ再生
を目指した寄りあいワーク
ショップの活用

市民交流プラザ会議室
7階 第2会議室 20 ○三輪眞知子

（京都看護大学大学院）

TEL 075-311-0123
075-311-6612直通

FAX 075-311-2002
E-mail：m_miwa@kyotokango.ac.jp

6
第26回多胎児を産み育てる
家庭への保健サービスを考え
る集会

市民交流プラザ会議室
7階 第3会議室 30

○加藤 則子
（十文字学園女子大学幼児教育学科）
早川 和生
（大阪大学）
布施 晴美
（十文字学園女子大学人間発達心理学
科）

TEL 048-423-0124
FAX 048-477-0602
E-mail：zvm00730@nifty.com

10月24日（水） 18:20～19:50

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

7 結核集団発生の対策に関する
自由集会

ビッグパレットふくしま
3階 第4会場 100

○加藤 誠也
（公益財団法人結核予防会 結核研究
所）
三浦 爾
（福島県保健福祉部健康増進課）

TEL 042-493-5711
FAX 042-492-4600
E-mail：shimamura@jata.or.jp

8 全国衛生行政研究会セミナー ビッグパレットふくしま
3階 第6会場 40

○嶋村 清志
（滋賀県甲賀健康福祉事務所）
逢坂 悟郎
（兵庫県丹波県民局 丹波健康福祉事
務所（丹波保健所）長 兼 健康福
祉部参事（介護医療連携担当））
毛利 好孝
（岡山県備中保健所長 兼 岡山県備
中県民局次長（健康福祉担当））

TEL 0748-63-6111
FAX 0748-63-6142
E-mail：shimamura-kiyoshi@pref.shiga.lg.jp

自由集会の日程
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番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

9 へき地保健師のつどい ビッグパレットふくしま
3階 第7会場 15

○中村 好一
（自治医科大学）
青木さぎ里
（自治医科大学）
櫻井 純子
（慶應義塾大学大学院）
吉田 和樹
（福島県立医科大学）
伊東 尚美
（福島県相馬市）
佐藤 清湖
（東北大学大学院）

TEL 0285-58-7879
FAX 0285-58-7413
E-mail：hekichihokenshi@gmail.com

10 ギャンブル依存症2018 ビッグパレットふくしま
4階 第8会場 100

○伊東 則彦
（道立紋別保健所・紋別高等看護学院）
小原 圭司
（島根県立心と体の相談センター）
小泉 典章
（長野県精神保健福祉センター）
滝口 直子
（大谷大学文学部社会学科）
澤上 幸子
（一般社団法人 社会的包摂サポート
センター）
阿邉山和浩
（鹿児島県西之表・屋久島保健所）

TEL 0158-23-3108
FAX 0158-23-1009
E-mail：itou.norihiko@pref.hokkaido.lg.jp

11 世代間交流によるコミュニティ再生を考える会 Ⅶ
市民交流プラザ会議室
7階 大会議室1 40

○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）
福島富士子
（東邦大学 看護学部看護学科 家
族・生殖看護学研究室）

TEL 03-3964-3241（内 4257）
FAX 03-3579-4776
E-mail：fujiwayo@tmig.or.jp

12
（理事長指定企画）この中に
公衆衛生に興味のある若者
（特に大学生）はいますか？

市民交流プラザ会議
室
7階 大会議室2

50

○田宮菜奈子
（筑波大学ヘルスサービス開発研究セ
ンター長）
山岸 良匡
（筑波大学医学医療系社会健康医学）
陣内 裕成
（日本医科大学衛生学公衆衛生学）

TEL 029-853-8849
FAX 029-853-8849
E-mail：ntamiya@md.tsukuba.ac.jp

13
公衆衛生における歯科保健を
考える－フッ化物応用を中心
に－

市民交流プラザ会議室
7階 第1会議室 40

○玉置 洋
（国立保健医療科学院 医療福祉サー
ビス研究部）
安藤 雄一
（国立保健医療科学院 統括研究官）
青山 旬
（栃木県立衛生福祉大学校 歯科技術
学部）
沼田 匠
（福島県衛生研究所）
長 優子
（江戸川区健康部健康サービス課）

TEL 048-458-6179
E-mail：tamaki.h.aa@niph.go.jp

14 タブレット端末で認知症予防とコミュニティづくり
市民交流プラザ会議室
7階 第2会議室 30

○桂 晶子
（宮城大学看護学群看護学類）
風間 順子
（群馬大学大学院保健学研究科博士後
期課程）
工藤 紀子
（三重大学大学院医学系研究科博士後
期課程）
島田 昇
（上武大学看護学部 公衆衛生看護学）
橋本いずみ
（上武大学看護学部 公衆衛生看護学）
林 千秋
（（株）ジーシーシースタッフ）

TEL 022-377-8259
FAX 022-377-8259
E-mail：katura@myu.ac.jp

15

～知ろう・語ろう・取り組も
う～ 一歩先行く 健やか親
子21（第2次） 第4回
健やか親子21（第2次）の
現状と中間評価に向けて新た
な指標を考える

市民交流プラザ会議室
7階 第3会議室 40

○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）

TEL 055-273-9566
FAX 055-273-7882
E-mail：zenymgt@yamanashi.ac.jp
（担当：秋山 yukaa@yamanashi.ac.jp）

10月24日（水） 19:05～19:50

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

16 公衆衛生医師の集い ビッグパレットふくしま
1階 第2会場 50

○廣瀬 浩美
（愛媛県宇和島保健所）
宗 陽子
（長崎県県南保健所）
早川 貴裕
（栃木県県南健康福祉センター）

TEL 0895-22-5211
FAX 0895-24-6806
E-mail：hirose-hiromi@pref.ehime.lg.jp

17 社会医学系専攻医・専門医・指導医の情報交換自由集会
ビッグパレットふくしま
1階 第3会場 50

○今中 雄一
（京都大学 大学院医学研究科 医療
経済学分野）

TEL 075-753-4454
FAX 075-753-4455
E-mail：heqm-office@umin.ac.jp
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○お申し込み・お問い合わせは各代表世話人へご連絡ください。

10月25日（木） 14:30～16:00

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

18 感染症情報の現状と展望を考える会
市民交流プラザ会議室
7階 大会議室2 40

○鈴木 仁一
（神奈川県相模原市保健所）
中村 廣志
（神奈川県相模原市衛生研究所）
岸本 剛
（埼玉県衛生研究所）
市橋 大山
（北海道立衛生研究所）
灘岡 陽子
（東京都健康安全研究センター）

TEL 042-754-1111
E-mail：sagamihara.eiken-nh@55.catv-yokohama.ne.jp

19 面接とケース・スタディ－対人支援の方法論－
市民交流プラザ会議室
7階 第1会議室 60

○小島 光洋
（医療法人社団清心会）
高橋 香子
（福島県立医科大学看護学部）
井原 一成
（弘前大学医学部）

E-mail：nag01022@nifty.com

20 健康づくりと運動 市民交流プラザ会議室
7階 第2会議室 50

○篠田 邦彦
（身体運動研究会篠田塾、新潟大学教
育・学生支援機構）
増田 和茂
（公益財団法人 健康・体力づくり事
業財団）
木村みさか
（京都学園大学）

TEL 025-263-2550
FAX 025-263-2550
E-mail：shinokuma60@gmail.com

21 行政の狭間を埋める開業保健師の役割
市民交流プラザ会議室
7階 第3会議室 50

○德永 京子
（日本開業保健師協会）
村田 陽子
（日本開業保健師協会）
齋藤 明子
（日本開業保健師協会）
渡邉 玲子
（日本開業保健師協会）
押栗 泰代
（日本開業保健師協会）

TEL 06-7164-3618
FAX 06-6954-7716
E-mail：info@odoruhokenshi.net

10月25日（木） 16:30～18:00

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

22 危機管理時の栄養及び食生活の支援を振り返って
市民交流プラザ会議室
7階 大会議室1 30

○千葉 昌樹
（札幌保健医療大学保健医療学部栄養
学科）
焔硝岩政樹
（岡山県備北保健所備北保健課）
積口 順子
（福島県会津保健福祉事務所健康福祉
部健康増進課）

TEL 011-792-3350
FAX 011-792-3358
E-mail：machi@sapporo-hokeniryou-u.ac.jp

23 地域の相談拠点を考える－薬局の食事相談の場合－
市民交流プラザ会議室
7階 大会議室2 20

○安達 美佐
（人間栄養実践研究会・栄養サポート
ネットワーク合同会社）
岩崎 祐子
（人間栄養実践研究会・静岡県立大学
薬学部薬学科）

TEL 042-765-6393
FAX 042-765-6393
E-mail：adachi@nutrisupport.co.jp

24
地域における小児慢性特定疾
病児童等相談支援のコツと実
践

市民交流プラザ会議室
7階 第1会議室 30

○加藤 恵子
（愛知県東海市市民福祉部健康推進課）
三沢あき子
（京都府山城南保健所）

TEL 0774-72-4300
FAX 0774-72-8412
E-mail：a-misawa36@pref.kyoto.lg.jp

25 喫煙対策 市民交流プラザ会議室
7階 第2会議室 40

○後藤 あや
（福島県立医科大学総合科学教育研究
センター）
齋藤 麗子
（十文字学園女子大学健康管理セン
ター長／日本禁煙推進医師歯科医師
連盟会長）

TEL 024-547-1835
E-mail：agoto@fmu.ac.jp

26

持 続 可 能 な 開 発 目 標
（SDGs）をめざす健康都
市のグッドプラクティス
Good practices to-
wards achieving Sus-
tainable Development
Goals（SDGs）: Learning
from local and global
experiences.

市民交流プラザ会議室
7階 第3会議室 40

○中村 桂子
（東京医科歯科大学 国際保健医療事
業開発学）

TEL 03-5803-4032
E-mail：nakamura.ith@tmd.ac.jp

自由集会の日程
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10月25日（木） 18:20～19:50

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

27
いのち支える自殺対策：若者
の自殺対策におけるSNS相
談

ビッグパレットふくしま
1階 第2会場 99

○金子 善博
（自殺総合対策推進センター（国立精
神・神経医療研究センター））

TEL 042-341-2712（内線6317）
FAX 042-346-1884
E-mail：jssc@ncnp.go.jp

28 県外避難者支援活動を通して考える、これからの健幸支援
ビッグパレットふくしま
1階 第3会場 100

○人見 祐
（特定非営利活動法人 医療ネット
ワーク支援センター）
城川 美佳
（神奈川県立保健福祉大学）

TEL 03-6911-0582
FAX 03-6911-0581
E-mail：contact@medical-bank.org

29

全国いきいき公衆衛生の会：
人を動かすデータの活かし
方～「見える化」から「見せ
る化」へ

ビッグパレットふくしま
3階 第4会場 60

○中川 昭生
（福島市保健所）
前田 秀雄
（東京都北区保健所）
福島富士子
（東邦大学看護学部）

TEL 024-525-7670
FAX 024-533-3315
E-mail：akio-548@mail.city.fukushima.fukushima.jp

30 国際保健政策人材を増強する方策とは
ビッグパレットふくしま
3階 第5会場 100

○大澤 絵里
（国立保健医療科学院 国際協力研究
部）
野崎慎仁郎
（WHO神戸センター）

TEL 048-458-6239
FAX 048-469-2768
E-mail：osawa.e.aa@niph.go.jp

31
J-CIP プロジェクト in 福島
～がん患者と繋ぐこれからの
パートナーシップ～

ビッグパレットふくしま
3階 第6会場 50

○大木いずみ
（独立行政法人栃木県立がんセンター）
片山佳代子
（神奈川県立がんセンター臨床研究所）

TEL 045-520-2222（内線4024）
（片山佳代子：神奈川県立がんセンター）
FAX 028-684-5756
E-mail：katayama@gancen.asahi.yokohama.jp

32
学会へ行こう！～学会や研究
会に参加して学びを深めま
しょう～

ビッグパレットふくしま
3階 第7会場 50

○反町 吉秀
（青森県立保健大学大学院健康科学研
究科）
古山 綾子
（福島県相双保健福祉事務所いわき出
張所）
山口 忍
（茨城県立医療大学）

TEL 017-765-2026
E-mail：y_sorimachi2@auhw.ac.jp

33

公衆衛生看護を語ろう～さま
ざまな職種が地域づくりに挑
む中で、ヘルスの保健師はど
こへ～

ビッグパレットふくしま
4階 第8会場 50

○平野かよ子
（日本保健師活動研究会）
山口 佳子
（東京家政大学）
斉藤富美代
（埼玉県南部保健所）

TEL 0985-59-7750
FAX 0985-59-7772
E-mail：hirano@mpu.ac.jp

34
住まいと健康フォーラム～生
活を俯瞰する見取り図の活
用～

ビッグパレットふくしま
3階 小会議室1 20

○川南 公代
（武蔵野大学 看護学部）
鈴木 晃
（福島大学 人間発達文化学類）
工藤 恵子
（帝京平成大学 ヒューマンケア学部）
大越 扶貴
（三重県立看護大学 看護学部）
阪東美智子
（国立保健医療科学院 生活環境研究
部）

TEL 042-468-9749
FAX 042-468-9749
E-mail：k_kawami@musashino-u.ac.jp

10月26日（金） 12:30～15:00

番
号 集会名 会場 人

数 世話人（○印 代表世話人） 代表世話人連絡先

35 第４回公衆衛生大学院プログラム校連絡会議
ビッグパレットふくしま
3階 小会議室1 40

○井上まり子
（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
川上 憲人
（東京大学大学院医学系研究科）

TEL 03-3964-3294
FAX 03-3964-1058
E-mail：inoue-ph@med.teikyo-u.ac.jp
事務連絡は 川上憲人（東京大学大
学院医学系研究科）まで
norito@m.u-tokyo.ac.jp




