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第1分科会 疫学・保健医療情報 O-0101-1～O-0103-6

第2分科会 ヘルスプロモーション O-0201-1～O-0203-5

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム O-0301-1～O-0305-6

第4分科会 保健行動・健康教育 O-0401-1～O-0403-5

第5分科会 親子保健・学校保健 O-0501-1～O-0503-5

第6分科会 高齢者の QOL・介護予防 O-0601-1～O-0603-6

第7分科会 高齢者の医療と福祉 O-0701-1～O-0701-7

第8分科会 地域社会と健康 O-0801-1～O-0804-6

第10分科会 精神保健福祉 O-1001-1～O-1001-7

第11分科会 口腔保健 O-1101-1～O-1101-7

第12分科会 感染症 O-1201-1～O-1204-7

第13分科会 健康危機管理 O-1301-1～O-1303-5

第14分科会 医療制度・医療政策 O-1401-1～O-1403-7

第15分科会 公衆衛生従事者育成 O-1501-1～O-1501-7

第16分科会 保健所・衛生行政 O-1601-1～O-1602-6

第17分科会 公衆栄養 O-1701-1～O-1702-5

第22分科会 国際保健 O-2201-1～O-2202-6

第23分科会 保健医療介護サービス O-2301-1～O-2301-7

EO English Session／Oral O-EO01-1～O-EO05-4

一般演題（口演）一覧
※「口演」「分科会№」「セッション№」「演題発表№」
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第1分科会 疫学・保健医療情報

10月24日（水）13:10～14:25
第7会場（3階 研修室）
座長：神田 秀幸（島根大学医学部環境保健医学）

O-0101-1 逢見 憲一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
住民基本台帳人口および国勢調査人口を用いた都
道府県別年齢調整死亡率の比較検討

O-0101-2 佐藤 洋子 （防衛医科大学校防衛医学研究センター医療工学
研究部門）
我が国におけるICD-11フィールドトライアル
－診断用語コーディングの結果解析－

O-0101-3 杉山 雄大 （国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報セ
ンター）
約5年間の医療レセプト・特定健診データを用い
たリスク因子別透析導入率の算出

O-0101-4 池田 晶子 （公益財団法人福岡県すこやか健康事業団学術研
究センター）
当事業団における発見胃がんの分析

O-0101-5 大城 等 （ヘルスサイエンスセンター島根）
地域がん登録データを用いた生存解析によるがん
検診の評価

O-0101-6 澤 律子 （一般財団法人日本予防医学協会）
細胞診とHPV検査結果の相関から考える今後の
子宮頸がん検査の在り方について

10月24日（水）14:25～15:40
第7会場（3階 研修室）
座長：今中 雄一（京都大学大学院医学系研究科社会健康医学系専攻医

療経済学）

O-0102-1 金子 佳世 （名古屋大学大学院医学系研究科国際保健医療
学・公衆衛生学）
γGTPと ALT追加による10年間の2型糖尿病
発症リスク予測能の改善：愛知職域コホート

O-0102-2 六車 耕平 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
わが国の重症呼吸不全患者への体外式膜型人工肺
（ECMO）施行の集約化の効果の検討

O-0102-3 高田 大輔 （京都大学医療経済学）
末期腎不全患者の肺炎入院における院内死亡に関
する慢性維持透析の効果

O-0102-4 谷口 優 （東京都健康長寿医療センター研究所）
認知機能の変化パターンと医療費及び介護費との
関連－草津町研究－

O-0102-5 菅河真紀子 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科政策
科学）
血漿分画製剤の安定的供給Mini-Pool Frac-
tionation 方式の検証

O-0102-6 井上 勇太 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
人工妊娠中絶の長期的な変動を評価する妊娠数に
即した新たな指標の提案

10月24日（水）15:40～16:55
第7会場（3階 研修室）
座長：東 賢一（近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）

O-0103-1 池田 奈由 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所）
国民健康・栄養調査と国民生活基礎調査のレコー
ド・リンケージの限界と非協力者の同定

O-0103-2 増田 理恵 （東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学
専攻保健社会行動学教室）
科学的根拠に基づく児童虐待対策：日米における
データ整備の現状と課題

O-0103-3 金山 敦宏 （防衛医科大学校防衛医学研究センター広域感染
症疫学・制御研究部門）
ノロウイルス食中毒発生施設における汚染経路と
管理状況

O-0103-4 藤村 裕子 （富山大学医学薬学研究部疫学・健康政策学）
政策推進期のWork-family conflict の変化の男
女比較：日本公務員研究の縦断分析

O-0103-5 立瀬 剛志 （富山大学医学部疫学・健康政策学講座）
仕事満足の決定要因に関する国際比較：日本の仕
事満足の低さの説明要因

O-0103-6 東 賢一 （近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）
化学物質高感受性集団の高感受性影響要因に関す
る研究－5年間の追跡調査－

第2分科会 ヘルスプロモーション

10月26日（金）8:10～9:25
第5会場（3階 中会議室B）
座長：仁賀 建夫（経済産業省ヘルスケア産業課）

O-0201-1 皆月 昭則 （釧路公立大学）
現地現物の共創志向性にもとづくヘルスケア領域
におけるアプリ開発の現実的方法論

O-0201-2 高瀬 秀人 （花王株式会社生物科学研究所）
事業場ベース内臓脂肪低減プログラム スマート
和食R社会実装の試み

O-0201-3 仁賀 建夫 （経済産業省ヘルスケア産業課）
健康経営銘柄選定の政策効果

O-0201-4 植木 貴之 （独立行政法人経済産業研究所）
上場企業における健康増進の取組（健康経営度調
査による分析）

O-0201-5 今井健二郎 （国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報セ
ンター）
都道府県における糖尿病対策評価指標の選定とそ
のデータソースに関するアンケート調査

O-0201-6 岸本 和美 （兵庫県健康福祉部健康局健康増進課）
医科歯科連携による妊婦歯科健診促進へのアプ
ローチ～妊婦口腔ケア実態調査より～

10月26日（金）9:25～10:40
第5会場（3階 中会議室B）
座長：井上 茂（東京医科大学公衆衛生学分野）

O-0202-1 蒲原 聖可 （株式会社ディーエイチシー）
茨城県境町での公民連携事業：健康ポイント、肥
満メタボ脱出、葉酸サプリプロジェクト

O-0202-2 平 和也 （滋賀医科大学医学部看護学科公衆衛生看護学講
座）
行政が政策目標としている3種類の健康寿命と関
連要因に関する探索的研究

O-0202-3 中谷 直樹 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
東日本大震災の被災地住民における平均歩数の変
化：地域住民コホート調査

O-0202-4 下野真梨子 （品川区保健所荏原保健センター）
「健康大学しながわ」10年目を迎えた卒業生の
今後－支援方法の変化に着目してー

O-0202-5 柳 奈津代 （日本健康開発財団）
「温泉利用型健康増進施設」における医療費控除
件数からみた認知度と今後の展望

O-0202-6 町田 征己 （東京医科大学公衆衛生学分野）
地域在住高齢者における継続時間を考慮した中高
強度身体活動の実態

10月26日（金）10:40～11:40
第5会場（3階 中会議室B）
座長：酒元 誠治（広島修道大学健康科学部健康栄養学科）

O-0203-1 佐藤 眞一 （千葉県衛生研究所）
千葉県銚子市内の小学生を対象とした減塩教育効
果の検討

O-0203-2 辻 雅子 （東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科）
習慣的食事調査結果からみた「バランスに配慮し
た食生活」を送っている大学生の割合

O-0203-3 長友 亘 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）
あだちベジタベライフその1 区民の背景要因に
よる野菜摂取量の差の経年変化
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O-0203-4 馬場 優子 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）
あだちベジタベライフその2 保育園児の世帯生
活状況による生活習慣定着状況の差

O-0203-5 鳥山 律子 （足立区衛生部データヘルス推進課）
あだちベジタベライフその3 未就学児の通園施
設別にみたむし歯有病率の経年変化

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

10月25日（木）8:10～9:25
第5会場（3階 中会議室B）
座長：小池 創一（自治医科大学地域医療学センター）

O-0301-1 小池 創一 （自治医科大学地域医療学センター）
定年等により新たに国民健康保険の被保険者に
なった者の特長や取扱等に関する研究

O-0301-2 加藤 丈夫 （山形市役所市民生活部）
男性の腹囲85cm以上は将来の糖尿病発症のリ
スク：特定健診5年間の縦断研究

O-0301-3 清水 悠路 （大阪がん循環器病予防センター健康開発部）
高齢日本人男性における血管リモデリングと身長
の関係

O-0301-4 冨田 直明 （愛媛県東予地方局健康福祉環境部今治保健所）
「協会けんぽ」生活習慣病予防健康診査受診者の
肥満状況とメタボリック症候群との関連

O-0301-5 三輪 静華 （いなべ市役所健康こども部健康推進課）
いなべ市における特定健診受診結果の分析と健康
づくり施策への活用

O-0301-6 沖井 由佳 （大阪市保健所）
特定健診データから見た生活習慣病と生活習慣の
関連

10月25日（木）9:25～10:40
第5会場（3階 中会議室B）
座長：栗山 長門（京都府立医科大学医学部地域保健医療疫学教室）

O-0302-1 榊原 克巳 （岡崎市民病院産婦人科）
岡崎市対策型子宮頸がん検診におけるハイリスク
HPV併用検診の意義

O-0302-2 財津 將嘉 （東京大学医学部公衆衛生学教室）
最長職業地位と乳がんリスクの関連：多施設症例
対照研究

O-0302-3 小川 俊夫 （国際医療福祉大学大学院）
兵庫県内における胃がん患者の医療機関別動態に
関する一考察

O-0302-4 高垣沙也佳 （和歌山市保健所）
和歌山県におけるがん検診の精度管理へのがん登
録の活用

O-0302-5 佐藤 靖子 （栃木県がん集検協議会精度管理部会）
栃木県がん集検協議会精度管理部会における発見
がん追跡調査～3年間のまとめ～

O-0302-6 栗山 長門 （京都府立医科大学医学部地域保健医療疫学教室）
骨代謝障害の生活習慣リスクとしてのヒト短時間
睡眠

10月25日（木）10:40～11:40
第5会場（3階 中会議室B）
座長：岡村 智教（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）

O-0303-1 章 ぶん （福島県立医科大学医学部疫学講座）
運動と循環器疾患死亡リスクの低下との関連は職
業による身体活動量によって異なるのか

O-0303-2 小林 瞳 （筑西市役所保健福祉部保健予防課）
脳卒中半減対策地域における循環器疾患発症の
30年間の推移

O-0303-3 久藤 麻子 （大阪医科大学衛生学公衆衛生学）
地域住民における塩分味覚感度と血圧値との関
連：CIRCS研究

O-0303-4 小暮 真奈 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
尿中ナトリウムカリウム比値と家庭血圧値の変
化：地域住民コホート調査

O-0303-5 佐田みずき （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）
糖尿病有病率の推移に影響を与える要因の探索的
検討：国民健康・栄養調査より

10月26日（金）8:10～9:25
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：西 信雄（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所）

O-0304-1 大脇 和浩 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
高血圧、脂質異常症、糖尿病薬物治療者における
病名認識

O-0304-2 山末耕太郎 （横浜市立大学医学群健康社会医学ユニット）
夜間尿中の塩分量の測定精度検証と測定意義

O-0304-3 田原 康玄 （京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医学セン
ター）
動脈硬化指標CAVI とその長期変化に関連する
因子の検討

O-0304-4 岡本 隆彦 （全国健康保険協会滋賀支部）
集団健診における受診率と地域性や経済的要因と
の相関関係に基づく事業の検討

O-0304-5 北村 明彦 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域高齢者の健康余命に及ぼす生活習慣病とフレ
イルの影響：草津町研究

O-0304-6 海渡 翔 （順天堂大学医学部総合診療科）
地域在宅高齢者における腎機能の加齢変化パター
ンが総死亡に及ぼす影響－草津町研究－

10月26日（金）9:25～10:40
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：栗山 進一（東北大学災害科学国際研究所災害公衆衛生学分野）

O-0305-1 山野目辰味 （岩手県立大船渡病院）
東日本大震災前後被災地脳卒中罹患動向の長期追
跡

O-0305-2 池田 里美 （順天堂大学）
東日本大震災による住環境変化と血圧推移につい
ての縦断研究：福島県「県民健康調査」

O-0305-3 中村 智洋 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
東日本大震災の被災地住民における家庭血圧値の
変化：地域住民コホート調査

O-0305-4 松村 拓実 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆
衛生学）
東日本大震災及び福島第一原発事故後の避難生活
が、若年成人のBMI の変化に与える影響

O-0305-5 小山 晃英 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医
療疫学）
Obesity paradox を考慮した動脈硬化に関わる
体組成指標の検討

O-0305-6 大塚 俊昭 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）
海外赴任社員の赴任前後におけるメタボリックシ
ンドローム関連指標の変化に関する検討

第4分科会 保健行動・健康教育

10月26日（金）8:10～9:25
第3会場（1階 コンベンションホールB）
座長：矢野 栄二（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

O-0401-1 湊屋 街子 （北海道大学環境健康科学研究教育センター）
胎児期の喫煙曝露と子どものADHD関連症状と
の関係の検討：北海道スタディ

O-0401-2 加治 正行 （静岡市保健所）
わが国の中学生による成人喫煙率の過大評価とそ
の関連要因について
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O-0401-3 堀 愛 （筑波大学医学医療系福祉医療学分野国際社会医
学研究室）
一般住民における新型タバコの有害性についての
認識―2015～2017年

O-0401-4 江藤 敏治 （宮崎県立看護大学看護学部予防医学・行動科学
研究室）
思春期保健教室（喫煙防止教育）が中学生の喫煙
意識に及ぼす影響の背景因子とは

O-0401-5 石田 雅彦 （横浜市立大学大学院健康社会医学ユニット）
タバコ産業の戦略と加熱式タバコの影響

O-0401-6 矢野 栄二 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
医療系学会の学術活動とタバコ企業の研究資金

10月26日（金）9:25～10:40
第3会場（1階 コンベンションホールB）
座長：芳我ちより（岡山大学大学院保健学研究科）

O-0402-1 森 陽愛子 （筑波大学医学医療系社会健康医学）
大学生による中学生に対するがん教育の手法とそ
の成果

O-0402-2 川口加代子 （荒川区保健所）
荒川区「がんのことをもっと知ろう」プロジェク
ト第7報がん教育学校ごとの取組み

O-0402-3 山本 緑 （千葉大学予防医学センター）
幼児における携帯情報端末の利用状況と親の利用
に関する取り組みとの関連

O-0402-4 山崎 明美 （信州大学医学部保健学科）
中学生への性教育実践に関する中学校教員の対応
や相談の実態と市の取り組みの課題

O-0402-5 押目 奈々 （岡山大学大学院保健学研究科）
小中学生の睡眠状況および睡眠負債と体格の関連
（第一報）小学生に着目して

O-0402-6 大村 礼子 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻博士前
期課程）
育児中の母親のインターネットサイト及びSNS
利用の実態

10月26日（金）10:40～11:40
第3会場（1階 コンベンションホールB）
座長：宮武 伸行（香川大学医学部衛生学教室）

O-0403-1 三橋 利晴 （岡山大学病院新医療研究開発センター）
e ラーニングによるヘルスリテラシーへの教育効
果；無作為化比較試験による検討

O-0403-2 芦田 登代 （東京大学）
被災地における健康と現在バイアスに関する分析

O-0403-3 鈴木 裕美 （香川大学医学部衛生学）
ウエアラブルセンサーが明らかにする親の間違っ
た認識～子どもの睡眠時間～

O-0403-4 渡辺修一郎 （桜美林大学大学院老年学研究科）
70歳以上高齢者のBody Mass Index および喫
煙状況と各種自覚症状との関連

O-0403-5 粟津 佳子 （京都市左京区役所保健福祉センター）
定年後世代男性における健康コミュニティ構築プ
ログラムの開発

第5分科会 親子保健・学校保健

10月26日（金）8:10～9:25
第4会場（3階 中会議室A）
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-0501-1 小川 浩平 （国立成育医療研究センター）
女児における出生週数・出生体重と成長後の妊娠
転帰との関係

O-0501-2 上原 里程 （埼玉県立大学健康開発学科）
早期産は次子出産を希望しない要因である：健や
か親子21最終評価より

O-0501-3 山崎由美子 （川崎市立看護短期大学）
乳幼児を養育する母親が育児支援を受ける過程で
体験したネガティブサポートとは？

O-0501-4 木村美也子 （聖マリアンナ医科大学予防医学教室）
出生前検査と障がい児の出生―その実態と今後の
課題―

O-0501-5 喜瀬 真雄 （琉球大学大学院・医学研究科・衛生学・公衆衛
生学講座）
妊娠初期における正常血圧妊婦と前高血圧妊婦の
生活習慣病関連因子の比較検討～南九州・沖縄
UCエコチル調査から～

O-0501-6 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）
甲州プロジェクト30年にみる地域の保健活動を
基にした出生コホート研究の意義

10月26日（金）9:25～10:40
第4会場（3階 中会議室A）
座長：小室 安宏（福島大学保健管理センター）

O-0502-1 織田 正昭 （福島学院大学福祉学部福祉心理学科）
福島市内の一小学校の5年生の歩数から見た体
力・肥満度に関する研究

O-0502-2 満安 しほ （宮崎県高鍋保健所）
宮崎県における小児の肥満とやせの状況～平成
28年度県民健康・栄養調査結果から～

O-0502-3 野口 緑 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
学童期、思春期の肥満に関連する生活習慣の横断
的及び縦断的検討

O-0502-4 福屋 吉史 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
小学校2年児の登校しぶりと家庭内のリスク要
因：A-CHILD縦断研究

O-0502-5 大野美喜子 （産業技術総合研究所人工知能研究センター）
跳び箱運動の動作分析に基づく傷害予防のための
教育ツールの開発

O-0502-6 渡會 睦子 （東京医療保健大学医療保健学部看護学科）
福島県いわき市「いのちを育む教育」推進のため
のいのち・性教育の教育実態調査

10月26日（金）10:40～11:40
第4会場（3階 中会議室A）
座長：北宮 千秋（弘前大学大学院保健学研究科）

O-0503-1 園部まり子 （NPO法人アレルギーを考える母の会）
保健センターなどと連携したアレルギーの「保健
指導」の試み

O-0503-2 山本貴和子 （国立成育医療研究センター）
アレルギー疾患児をもつ養育者を対象としたアレ
ルギー予防に関する意識調査

O-0503-3 高月 則子 （瀬戸内市役所）
産後のうつと関連する妊娠届出時アンケート項目
の検討；妊娠初期からの支援を目指して

O-0503-4 多喜代健吾 （弘前大学大学院保健学研究科）
父親の育児参加要因に対するソーシャルサポート
の影響および育児参加との関連

O-0503-5 野原 理子 （東京家政大学）
子育て支援のファミリーサポートサービスにおけ
る感染症情報のニーズ調査

第6分科会 高齢者のQOL・介護予防

10月24日（水）13:10～14:25
第8会場（4階 プレゼンテーションルーム）
座長：辻 一郎（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）

O-0601-1 小瀧由美香 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
リスク因子の組み合わせが認知症発生に与えるイ
ンパクト

O-0601-2 楢崎 兼司 （福岡工業大学社会環境学部）
地域高齢者の「健康づくりのための身体活動基準
2013」充足状況と要介護認定との関連
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O-0601-3 松下 恭子 （徳島大学大学院医歯薬学研究部）
多職種連携を推進する事例検討会での見取り図等
の活用の効果－インタビュー結果から

O-0601-4 二瓶 健司 （公益財団法人星総合病院）
郡山市の通いの場における「いきいき百歳体操」
実施後の生活空間の推移について

O-0601-5 りん りん （千葉大学大学院医薬学府）
高齢者の趣味の数・種類と認知症リスクとの関
連：JAGES6年間縦断研究

O-0601-6 佐川 三奈 （一関市病院事業特別養護老人ホーム光栄荘）
地域連携の中で育む認知症ケア 特別養護老人
ホームにおける活動の紹介

10月24日（水）14:25～15:40
第8会場（4階 プレゼンテーションルーム）
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／ヘ

ルスサービス開発研究センター）

O-0602-1 陣内 裕成 （日本医科大学衛生学・公衆衛生学）
笑う習慣と1年後、2年後の慢性膝痛所見との関
連：CIRCS研究

O-0602-2 大石 和也 （枚方市役所長寿社会部地域包括ケア推進課）
枚方市介護予防・日常生活支援総合事業の自立支
援の傾向～リハ職行為評価事業の実践～

O-0602-3 矢野 雄二 （越知町住民課越知町地域包括支援センター）
越知町における中山間限界集落の挑戦～野菜を育
てて売って介護予防～

O-0602-4 長嶺由衣子 （千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部
門）
被災による高齢者の総死亡への中長期影響：
JAGES2010 6年間追跡データより

O-0602-5 谷口かおり （浜松医科大学総合人間科学講座法学）
「療養上の世話」に関する訴訟の分析－誤嚥予防
対策について－

O-0602-6 阿部 計大 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
終末期の訪問介護サービスの利用と患者の在宅死
との関係

10月24日（水）15:40～16:55
第8会場（4階 プレゼンテーションルーム）
座長：渡辺修一郎（桜美林大学大学院老年学研究科）

O-0603-1 新井 智之 （埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科）
自主グループ活動参加者の要介護予防効果の検
証－傾向スコアマッチングを用いた検討－

O-0603-2 富田 義人 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学
分野）
地域在住高齢者における転倒恐怖感の関連要因

O-0603-3 稲葉 耕一 （枚方市役所長寿社会部地域包括ケア推進課）
枚方市介護予防・生活支援サービス事業の自立支
援（行動変容促進）プログラムの開発

O-0603-4 久野 純治 （岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）
東日本大震災被災地域の高齢者における新規転倒
発生要因の検討

O-0603-5 小川 貴久 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
大腿骨近位部骨折術後患者の自立歩行再獲得の予
測時期に関する研究

O-0603-6 天笠 志保 （東京医科大学公衆衛生学分野）
筋力トレーニングの実施と身体機能の制限との関
連：高齢者を対象とした縦断研究

第7分科会 高齢者の医療と福祉

10月24日（水）16:55～18:20
第8会場（4階 プレゼンテーションルーム）
座長：石崎 達郎（東京都健康長寿医療センター研究所）

O-0701-1 青山 武司 （京都府立医科大学大学院医学研究科麻酔科学教
室）
高齢者におけるStanford A型急性大動脈解離
の術後転帰

O-0701-2 鷲尾 昌一 （聖マリア学院大学）
高齢者における院外発症肺炎発症の関連要因：症
例対照研究

O-0701-3 石原 美和 （宮城大学事業構想学研究科地域・社会システム
領域）
病院滞在時間に着目した地方部バス利用外来通院
患者の不便性の考察

O-0701-4 村田 典子 （九州大学大学院医学系学府医学専攻）
重度要介護者における死亡前1年間の療養場所と
死亡前医療費・介護費

O-0701-5 光武 誠吾 （東京都健康長寿医療センター研究所）
75歳以上を対象とした健康診査受診で受診勧奨
基準値以上に該当した者の特性

O-0701-6 高本佳代子 （熊本市健康福祉局福祉部高齢介護福祉課）
大都市における地域包括ケアシステムの推進のあ
り方に関する研究

O-0701-7 小宮 朋子 （千葉県安房保健所）
難病患者支援における保健所の役割 ～介護
支援専門員の実態調査から～

第8分科会 地域社会と健康

10月24日（水）15:40～16:55
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：近藤 尚己（東京大学大学院医学系研究科）

O-0801-1 井上 高博 （活水女子大学看護学部）
都市部の要支援高齢者のソーシャル・キャピタル
と生活機能－離島・農村部との比較

O-0801-2 秋山 和宏 （一般社団法人チーム医療フォーラム）
ソーシャルキャピタルとしての地域サロン支援サ
イトの構築に向けて

O-0801-3 高杉 友 （千葉大学大学院医学薬学府）
社会経済的状況と認知症リスクの関連：JAGES
縦断コホート研究

O-0801-4 松本 葉子 （摂南大学看護学部）
都市型準限界コミュニティ住民の健康な暮らしの
実現へ向けた取り組み

O-0801-5 小野口 航 （早稲田大学）
高齢者の信頼感と社会参加および精神的健康の関
連についての縦断的検討

O-0801-6 高木 大資 （東京大学大学院医学系研究科）
近隣の公園・スポーツ施設数と要支援以上認定の
関連：空間情報を用いた生存時間解析

10月24日（水）16:55～18:20
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：有本 梓（横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野）

O-0802-1 今村 晴彦 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
地域における血圧関連知識の測定とその関連要
因－長野県小海町の住民調査より－

O-0802-2 井手 一茂 （医療法人社団誠和会長谷川病院リハビリテー
ション部地域包括支援課）
地域レベルの趣味の会参加割合と1～3年後の介
護サービス受給率の関連：地域相関研究

O-0802-3 桜井 良太 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者の独居は健康に有害か？―ソーシャルネッ
トワークの多寡に着目した検討―
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O-0802-4 細木 千穂 （横浜市立大学医学部看護学科地域看護学教室）
中山間農村地域の高齢者における地域との関わり
合い：一人暮らし男性における意味

O-0802-5 鈴木 宏幸 （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）
社会参加促進を目的とした中高年者向け絵本読み
聞かせ方法習得講座の認知機能への効果

O-0802-6 佐藤 勝 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人
材育成講座）
地域資源を総動員し住民を巻込み住民主導の多職
種連携による地域医療づくり、町づくり

O-0802-7 佐々木由理 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
地域のつながりとうつからの回復 日本老年学的
評価研究（JAGES）3時点縦断分析

10月26日（金）9:10～10:25
第7会場（3階 研修室）
座長：久野 譜也（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

O-0803-1 手塚 一秀 （大阪がん循環器病予防センター循環器病予防部
門）
怒りと関連した循環器疾患発症リスクの増加は外
出行動習慣で修飾される：CIRCS研究

O-0803-2 野村 政子 （東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）
集合住宅における健康づくり人材育成と地域ネッ
トワークづくり

O-0803-3 長谷田真帆 （東京大学大学院医学系研究科保健社会行動学分
野／健康教育・社会学分野）
地域活動参加の所得階層間格差への地域エンパワ
メント支援の効果：JAGES介入研究

O-0803-4 金森万里子 （東京大学大学院医学系研究科健康教育・社会学
分野）
乳児死亡率の世帯の職業間格差 農業世帯に着目
して

O-0803-5 可知 悠子 （北里大学医学部公衆衛生学）
3～5歳で保育園・幼稚園に通っていない子ども
の社会・経済・健康面の特徴

O-0803-6 山口 将大 （つくばウエルネスリサーチ）
公共交通の利便性と運動習慣とヘルスリテラシー
の関係性－SWCプロジェクト（51）－

10月26日（金）10:25～11:40
第7会場（3階 研修室）
座長：小坂 健（東北大学大学院歯学研究科・東北大学スマートエイ

ジング学際重点研究センター）

O-0804-1 塚尾 晶子 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
健康情報伝達を可能とするインフルエンサー養成
システムの成果－SWCPJ（52）

O-0804-2 上野 貴之 （千葉大学大学院医学薬学府）
個人レベルのソーシャルキャピタル指標と健診異
常値－JAGES2016横断データの多変量解析

O-0804-3 鈴木 有佳 （大阪医科大学心理学・行動科学教室）
女性の社会的地位に関する市区町村の状況と死亡
率との関連

O-0804-4 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）
緑茶と現在歯数との関連はソーシャルネットワー
クによって異なるのか

O-0804-5 川村 桜 （東北大学）
歯科医院受診の地域差の決定要因の研究

O-0804-6 日下 純子 （公立小松大学保健医療学部看護学科）
日本のナイチンゲール 瓜生イワの業績に学ぶ保
健・医療・福祉活動

第10分科会 精神保健福祉

10月25日（木）16:25～17:50
第7会場（3階 研修室）
座長：反町 吉秀（青森県立保健大学大学院健康科学研究科社会的包

摂・セーフティプロモーション研究室）

O-1001-1 須賀 万智 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）
うつ病発症者の受診促進をめざしたメッセージの
開発と評価 ～シリーズ配信の効果

O-1001-2 稲生 英俊 （千葉市こころの健康センター）
千葉市におけるギャンブル障害に関するインター
ネット調査

O-1001-3 高橋 俊雅 （望星新宿南口クリニック）
高ストレス者面接指導 41名の経験～ストレス
の背景と傾向の分析～

O-1001-4 阿部 和子 （山形さくら町病院医療技術部療食科）
障害者支援施設において職員が栄養講座に参加す
ることでの自身及び利用者への効果

O-1001-5 巽 夕起 （大和大学保健医療学部看護学科）
A市の成人女性の抑うつ傾向の実態

O-1001-6 小野寺淳史 （医療法人社団大和会大内病院2A病棟）
精神科病棟機能別による看護師の職業性ストレス
及び職務満足度の相違の特徴

O-1001-7 反町 吉秀 （青森県立保健大学大学院健康科学研究科社会的
包摂・セーフティプロモーション研究室）
香港における手段制限による自殺予防対策の背景

第11分科会 口腔保健

10月24日（水）16:55～18:20
第7会場（3階 研修室）
座長：瀬川 洋（奥羽大学歯学部口腔衛生学講座）

O-1101-1 坂東 志乃 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
口腔セルフケアが高齢者の要介護リスクに与える
影響

O-1101-2 竹内 倫子 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学
分野）
嚥下機能はオーラルディアドコキネシスと関連す
る

O-1101-3 永吉 真子 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
地域健診受診の有無と舌圧値との関連（離島地域
在住高齢者の悉皆調査より）

O-1101-4 真鍋 芳樹 （香川大学）
特定健診歯科問診項目と5・8年後の介護サービ
ス受給状況及び期間内死亡状況との関連

O-1101-5 芝崎 美幸 （健康運動指導研究所 FITPLUS）
地域高齢者における咬合力アップ運動のオーラル
フレイル予防としての有用性について

O-1101-6 大西 菜摘 （兵庫県健康福祉部健康局健康増進課）
離職歯科衛生士の復職支援事業の取組～離職歯科
衛生士の実態調査を中心に～

O-1101-7 松井 大輔 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医
療疫学）
女性において咬合力の低下は歩行速度の低下に関
連する

第12分科会 感染症

10月25日（木）12:45～14:00
第5会場（3階 中会議室B）
座長：西浦 博（北海道大学医学研究院社会医学系部門社会医学分野）

O-1201-1 竹川 美穂 （大阪市保健所）
大阪市の肺結核患者における脱落中断理由の分析

O-1201-2 小牧 文代 （川崎市健康福祉局保健所感染症対策課）
BCG個別接種化への取り組み－川崎市－
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O-1201-3 越後屋百合 （北海道大学医学院衛生学教室）
数理モデルを用いた日本における梅毒の新規感染
者数と診断率の推定

O-1201-4 安岡 圭子 （世田谷保健所感染症対策課）
東京都性感染症定点医療機関における梅毒発生動
向調査（2013～2017年）

O-1201-5 加賀 優子 （国立感染症研究所感染症疫学センター）
平成26年4月～平成28年12月に感染症発生動
向調査に登録された風疹症例の検査実施状況

O-1201-6 藤山 理世 （神戸市保健所）
神戸市における留学生の結核接触者健診事例につ
いて

10月25日（木）14:00～15:15
第5会場（3階 中会議室B）
座長：遠藤 幸男（総合南東北病院予防医学研究所・感染症センター）

O-1202-1 山田 梨沙 （東京都多摩立川保健所）
大型商業施設における集団感染事例の接触者健康
診断

O-1202-2 鈴木 智之 （滋賀県衛生科学センター）
肺炎球菌ワクチン政策の変遷と肺炎球菌性髄膜炎
の発生動向の変化

O-1202-3 山中 郁 （株式会社タックインターナショナル）
パキスタンにおけるポリオ撲滅事業の体制・活
動・課題の現状

O-1202-4 坂本 龍太 （京都大学東南アジア地域研究研究所）
ブータン路上水たまりにおけるレジオネラ属菌の
検出

O-1202-5 蜂矢 正彦 （国立国際医療研究センター）
ベトナムにおけるムンプス、水痘の流行状況－多
段階収束抽出法に基づく抗体陽性率－

O-1202-6 遠藤 幸男 （総合南東北病院予防医学研究所・感染症セン
ター）
感染症対策における地域連携の取り組み

10月25日（木）15:15～16:40
第5会場（3階 中会議室B）
座長：片上 祐子（神戸市保健福祉局保健所）

O-1203-1 齋藤 孔良 （新潟大・国際保健学分野）
家族構成および相談先とインフルエンザワクチン
接種の関連～JAGES2016より～

O-1203-2 大谷 成人 （兵庫医科大学公衆衛生学）
インフルエンザワクチンの接種回数と獲得免疫の
関係

O-1203-3 吉原 真吾 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
カンジダ菌血症患者の菌種と薬剤耐性についての
分析

O-1203-4 土方 奈々 （東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課）
大型商業施設内における結核集団感染に対し結核
菌の分子疫学的解析が有用であった事例

O-1203-5 横山 真一 （神戸市保健所）
神戸市における留学生の排菌結核事例

O-1203-6 小向 潤 （大阪市保健所）
大阪市の免疫低下者における潜在性結核感染症の
現状

O-1203-7 片上 祐子 （神戸市保健福祉局保健所）
乳児への感染・発病を認めた結核患者の接触者健
診の課題について

10月25日（木）16:40～18:05
第5会場（3階 中会議室B）
座長：小谷 尚克（福島県会津保健福祉事務所兼南会津保健福祉事務所）

O-1204-1 浦川美奈子 （公益財団法人結核予防会結核研究所）
多剤耐性／RFP耐性と副作用、言語の壁等から
治療困難だった外国出生結核患者支援の検討

O-1204-2 上本愛衣子 （豊中市保健所）
地区診断による結核発病高リスク層の決定と介入
について

O-1204-3 笠井 幸 （大阪市西成区役所）
ホームレスに対する潜在性結核感染症（LTBI）
治療の支援方法の検討

O-1204-4 鈴木 花津 （仙台市保健所）
仙台市における保健所HIV検査受検者数増加に
向けた取り組み

O-1204-5 塚本 展子 （埼玉県衛生研究所）
埼玉県衛生研究所における薬剤耐性菌の検査状況

O-1204-6 松岡由美子 （熊本市環境総合センター）
熊本市環境総合センターにおける検査の質確保に
ついて

O-1204-7 池田 俊也 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）
NDBを用いた帯状疱疹の受療状況に関する研究

第13分科会 健康危機管理

10月25日（木）8:10～9:25
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：坂田 清美（岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座）

O-1301-1 菅原 由美 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
被災後の地域のつながりと全死亡リスクの関連

O-1301-2 土屋 菜歩 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
東日本大震災後のメンタルヘルス関連指標変化と
家屋被害の関連

O-1301-3 吉田 佳督 （修文大学看護学部）
放射線リスクの専門家におけるレギュラトリーサ
イエンスとALARAの概念に対する認知

O-1301-4 谷村 晋 （三重大学大学院医学系研究科広域看護学領域）
三重県の津波浸水想定地域における5歳未満児数
の将来推計

O-1301-5 大谷 隆浩 （名古屋大学医学系研究科生物統計学）
災害・事故に伴う化学物質拡散の迅速視覚化ツー
ルの開発：福島第一原発事故を例として

O-1301-6 成田 暁 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
家屋損壊程度と骨梁面積率の変化量の関連：東北
メディカル・メガバンク事業

10月25日（木）9:25～10:40
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：坪倉 正治（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）

O-1302-1 舟田 俊平 （神戸市保健福祉局保健所）
神戸市内病院における地震に関する防災体制とそ
の課題について

O-1302-2 大森 純子 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分
野）
原子力災害リスクに備える看護職間ネットワーク
形成に関するエスノグラフィー

O-1302-3 菖蒲川由郷 （新潟大学大学院医歯学総合研究科国際保健学分
野）
原発事故後の福島県内小児の心の健康と4年後の
肥満への影響：福島県県民健康調査

O-1302-4 竹林 由武 （福島県立医科大学医学部健康リスクコミュニ
ケーション学講座）
福島第一原発事故の食品選択の経年変化：南相馬
市小学生の親を対象としたコホート研究

O-1302-5 原田 萌香 （東京家政大学大学院人間生活学専攻）
避難所規模の違いがエネルギー・栄養素提供量に
与える影響

O-1302-6 奥田 祐亮 （和歌山県田辺保健所）
DHEAT養成研修を活用した保健所と管内自治体
との災害時の連携に関する取組
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10月25日（木）10:40～11:40
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：加藤 清司（福島県県北保健事務所／福島県衛生研究所）

O-1303-1 渡邉 直行 （前橋市保健所）
地域住民中心の安定ヨウ素剤予防服用について

O-1303-2 佐藤 公子 （島根県立大学出雲キャンパス）
インターネット調査を用いた平常時の災害時の口
腔衛生材料備蓄と防災意識について

O-1303-3 古屋 好美 （山梨県中北保健所）
感染症ネットワークでつなぐ県・保健所・医療機
関の各組織・健康危機管理の強化体制

O-1303-4 齋藤 智也 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
国による地方自治体の感染症疫学調査支援の外部
評価手法の開発

O-1303-5 新田 礼子 （川崎市健康安全研究所）
川崎市におけるEBS（Event based surveil-
lance）を理解するコアメンバーの育成

第14分科会 医療制度・医療政策

10月25日（木）12:45～14:00
第6会場（3階 小会議室2＋3）
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）

O-1401-1 西岡 祐一 （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）：糖尿病患者の急性冠症候群リスク

O-1401-2 久保慎一郎 （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）の活用：透析患者追跡と死亡数検証

O-1401-3 明神 大也 （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の活
用：外来処方医薬品のクロス集計

O-1401-4 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）の活用：糖尿病を例にした全国集計

O-1401-5 村上 淳基 （奈良県立医科大学公衆衛生学）
レセプトデータを用いた病院規模ごとの高齢者悪
性腫瘍に対する放射線治療の評価

O-1401-6 加藤 源太 （京都大学医学部附属病院診療報酬センター）
患者調査におけるNDBデータの利用可能性に関
する評価

10月25日（木）14:00～15:15
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：村上 正泰（山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座）

O-1402-1 金 晟娥 （九州大学大学院医学系学府医学専攻）
死亡場所による後期高齢がん患者の終末期の医療
資源利用及び医療費に関する研究

O-1402-2 次橋 幸男 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
胃瘻造設術はどこで減少したか：奈良県KDB
データを用いた後方視的研究

O-1402-3 原野 由美 （九州大学大学院医学系学府）
後発品の普及推進が医療経済に与える影響の検討

O-1402-4 中西 康裕 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
心肺蘇生実施の意向に関する意識調査

O-1402-5 花木 奈央 （大阪大学公衆衛生学）
本邦の脊椎損傷患者の経年変化

O-1402-6 原 広司 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
医師の人口ピラミッドと地域間移動率を考慮した
医師数地域間格差の将来推計

10月25日（木）15:15～16:40
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：小林 廉毅（東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室）

O-1403-1 池洲 諒 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室）
二次医療圏を解析単位とした診療所勤務医師分布
の推移

O-1403-2 楠井 敏之 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
臨床工学技士の麻酔補助業務によるタスク・シフ
ティングの推進

O-1403-3 呉服淳二郎 （奈良市健康医療部）
「データヘルス」「多職種・医療連携」を活かし
た奈良市予防医療政策3年間の取り組み

O-1403-4 入谷 智子 （全国健康保険協会京都支部）
腎機能低下が年間医療費に与える影響：健診受診
者大規模データ解析

O-1403-5 佐藤 幹也 （筑波大学ヘルスサービス研究開発センター）
総合診療医が地域医療の効率化に果たす役割

O-1403-6 冨岡 慎一 （産業医科大学医学部公衆衛生学教室）
外来医療において医療費財源を圧迫する医療行為
の検討 ～外来医療費のデシル分析～

O-1403-7 岡本 潤 （大阪府健康医療部保健医療企画課）
地域網羅的救急傷病者レジストリデータから明ら
かになった救急搬送困難事例の実態

第15分科会 公衆衛生従事者育成

10月25日（木）15:00～16:25
第7会場（3階 研修室）
座長：古井 祐司（東京大学政策ビジョン研究センター）

O-1501-1 高城 智圭 （京都看護大学大学院）
保健師基礎教育における「地域包括ケアシステム」
教授の課題（第1報）

O-1501-2 三輪眞知子 （京都看護大学大学院）
保健師基礎教育における「地域包括ケアシステム」
教授の課題（第2報）

O-1501-3 奥山 智絵 （杏林大学保健学部看護学科地域看護学研究室）
行政保健師が家庭訪問で感じる困難と緩和要因の
探索的検討

O-1501-4 日高 友郎 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
カリキュラム改変時における同年度異学年の社会
医学実習学生自己評価の比較検討

O-1501-5 小野寺悦子 （宮城県登米市市民生活部健康推進課）
地域保健活動実践のための土台づくり（第2報）～
「専門職としてありたい姿」の変化～

O-1501-6 本間 洋子 （宮城県登米市市民生活部健康推進課）
地域保健活動実践のための土台づくり（第3報）～
専門職研修による主体化のプロセス～

O-1501-7 堀内 建志 （千葉県市原保健所）
そうざいの露出陳列販売における衛生管理につい
て

第16分科会 保健所・衛生行政

10月25日（木）8:10～9:10
第7会場（3階 研修室）
座長：新家 利一（いわき市保健所）

O-1601-1 日高 真紀 （宮崎県中央保健所）
中央保健所における措置業務の現状と課題

O-1601-2 中川 優馬 （宮崎県中央保健所）
精神保健福祉法における警察官通報の増加とその
考察

O-1601-3 萩原 嬉胡 （宮崎県中央保健所）
措置対応を繰り返す患者の現状と支援の課題
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O-1601-4 中臣 昌広 （一般財団法人日本環境衛生センター）
災害時の保健所・環境衛生監視員の避難所衛生対
策活動の実際と成果

O-1601-5 清水 康輔 （名古屋市保健所北保健センター健康安全課）
子ども食堂における食品衛生について

10月25日（木）9:10～10:25
第7会場（3階 研修室）
座長：笹原 賢司（福島県県中保健福祉事務所）

O-1602-1 枇杷 美紀 （福岡県北筑後保健福祉環境事務所）
九州北部豪雨災害における被災地保健所の初動と
被災地保健所としてのかかわりについて

O-1602-2 浅野 由莉 （東京大学大学院学際情報学府学際情報学専攻）
現地調査に基づく医療安全支援センターの情報提
供体制の課題と今後の展望について

O-1602-3 氏平 高敏 （岐阜県飛騨保健所）
岐阜県におけるアレルギー疾患の診療状況

O-1602-4 吉田 穂波 （神奈川県立保健福祉大学）
公衆衛生医師確保・育成のための多様性包括型
キャリアパス構築に関する研究

O-1602-5 小川 祥子 （元東京大学大学院医学系研究科医療安全管理学
講座）
医療安全支援センターの相談対応力向上のための
教訓の共有

O-1602-6 刈谷 剛 （高知工科大学地域連携機構社会マネジメントシ
ステム研究センター）
地方自治体における社会保障システムの構造と政
策ロジックモデルに基づく政策評価

第17分科会 公衆栄養

10月25日（木）13:45～14:45
第8会場（4階 プレゼンテーションルーム）
座長：中村美詠子（浜松医科大学医学部健康社会医学）

O-1701-1 飯坂 真司 （淑徳大学看護栄養学部）
都市部在住高齢者の食・買い物行動と居住地区の
買い物環境の関連

O-1701-2 成田 美紀 （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食品摂取多様性の加齢変
化パターンと要介護発生との関連

O-1701-3 久保 麻季 （東京家政学院大学）
子どもの食を支える力とは～グループインタ
ビューを通して保育士と栄養士の比較～

O-1701-4 岡田恵美子 （医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研
究所栄養疫学・食育研究部国民健康・栄養調査研
究室）
日本人における食事パターンと糖代謝異常との関
連：国民健康・栄養調査

O-1701-5 門平 晴樹 （会津大学大学院）
会津若松市民の食傾向～食品群から見た栄養の適
否～

10月25日（木）14:45～15:45
第8会場（4階 プレゼンテーションルーム）
座長：後藤 千穂（名古屋文理大学）

O-1702-1 酒元 誠治 （広島修道大学健康科学部健康栄養学科）
食事バランスガイドの概念を用いた青年男女の料
理摂取状況

O-1702-2 南里 明子 （福岡女子大学国際文理学部食・健康学科）
脳由来神経栄養因子に関連する生活習慣要因につ
いて：古河栄養疫学調査

O-1702-3 安達 悦子 （大分県東部保健所国東保健部）
食べて美味しい！うま塩ヘルシー弁当の開拓～地
域・職域と連携した食環境整備～

O-1702-4 東 あかね （京都府立大学大学院生命環境科学研究科）
京都府内の大学食堂の食事と食情報提供の実態

O-1702-5 後藤 千穂 （名古屋文理大学）
あいち健康チャレンジにおける地域住民を対象と
した野菜摂取状況と関連要因

第22分科会 国際保健

10月25日（木）12:45～13:45
第7会場（3階 研修室）
座長：黒沢 洋一（鳥取大学医学部医学科社会医学講座）

O-2201-1 満武 巨裕 （医療経済研究機構）
日本の保健医療分野における国際統計報告の現状
と展望

O-2201-2 大西 一成 （山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研
究センター）
鳥取県米子市における黄砂の健常者への健康影響

O-2201-3 和田 耕治 （国際医療福祉大学医学研究科公衆衛生学専攻）
朝鮮民主主義人民共和国の住民および第3国に移
住した人の健康状態の系統レビュー

O-2201-4 中野 政之 （長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野）
ネパール国ムスタン地方住民における健康リスク
因子の探索

O-2201-5 瀬川 裕美 （京都大学医学研究科医療経済学分野）
ブータン王国南部のNCDリスクと幸福感に影響
を与える要因：探索的質的研究

10月25日（木）13:45～15:00
第7会場（3階 研修室）
座長：山岡 和枝（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

O-2202-1 辻 晶代 （名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻）
カンボジア都市貧困地域在住2型糖尿病患者の服
薬アドヒアランスに関連する要因の検討

O-2202-2 梅村 朋弘 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
コルカタ（インド西ベンガル州）における大気汚
染調査

O-2202-3 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）
開発途上国の経験と日本の衛生行政業務との接点
を模索するための質的調査

O-2202-4 堀内 清華 （帝京大学公衆衛生学研究科）
西太平洋地域において質の高い早期必須新生児ケ
アを維持する新規体制構築のための研究

O-2202-5 岩本あづさ （国立国際医療研究センター国際医療協力局）
カンボジアの地域における新生児死亡の実際―
Verbal Autopsy36例の記述結果より

O-2202-6 有馬 弘晃 （長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野）
ネパール高地民におけるテロメア長を用いた健康
リスク評価

第23分科会 保健医療介護サービス

10月25日（木）16:40～18:05
第6会場（3階 小会議室2＋3）
座長：阿部 孝一（郡山市保健所）

O-2301-1 中部 貴央 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
認知症のケアにおける介護離職・介護休業と抑う
つ度との関連

O-2301-2 伊藤 雪絵 （奈良県立医科大学附属病院臨床研究センター）
リハビリ従事者の就労環境とストレスに関するア
ンケート調査

O-2301-3 愼 重虎 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
周術期口腔機能管理が食道・胃がん術後アウトカ
ムに及ぼす影響

O-2301-4 重田 史絵 （東洋大学ライフデザイン学部）
障害福祉施設における改善意識の違いと福祉サー
ビス第三者評価結果の関係



200

O-2301-5 高橋 淳太 （東京都健康長寿医療センター研究所）
タブレット型コンピュータを利用した認知機能検
査の開発とその妥当性の検討

O-2301-6 岩上 将夫 （筑波大学ヘルスサービスリサーチ分野）
新規の要介護認定前後の医療費の短期的変化

O-2301-7 高橋 秀人 （国立保健医療科学院）
介護給付費等実態調査を用いた生命表法による境
界期健康寿命の試算について

English Session/Oral

10月24日（水）13:10～14:25
第6会場（3階 小会議室2＋3）
Chair：Reiko Saito（Division of International Health, Graduate

School of Medical and Dental Sciences,
Niigata University）

O-EO01-1 Sharon Hanley
（Department of Obstetrics and Gynecol-
ogy, Hokkaido University Graduate School
of Medicine）
Comparison of HPV genotyping and cytol-
ogy triage（COMPACT）in cervical screen-
ing

O-EO01-2 Hsiao-Ling HUANG
（International University of Health and
Welfare（Japan））
Health literacy and seeking behavior
among hepatitis B carriers in Taiwan

O-EO01-3 Junji Seto （Yamagata Prefectural Institute of Public
Health）
Detection of modified and primary mea-
sles cases using a real-time RT-PCR

O-EO01-4 Minori Ooishi
（Katsushika city public health center）
Case report: An immigrated family cluster
of MDR-TB.

O-EO01-5 Festo Shayo（Department of Global Health Entrepre-
neurship, Tokyo Medical and Dental Uni-
versity）
Albuminuria among African COPD patients

O-EO01-6 Masamitsu Takamatsu
（Nitobe Memorial Nakano General Hospi-
tal）
Civilian-Military Cooperation as Seen
Through Pacific Partnership

10月24日（水）14:25～15:40
第6会場（3階 小会議室2＋3）
Chair：Kohta Suzuki（Department of Health and Psychosocial

Medicine, Aichi Medical University
School of Medicine）

O-EO02-1 Akiko Sawaguchi
（Tokyo University of Welfare）
logistic sound of healthy parents & chil-
dren 21

O-EO02-2 Keizo Sato （Showa University School of Medicine）
Mathematica Sound of Child Law Consti-
tution

O-EO02-3 Masateru Takahashi
（Tokyo Metropolitan University）
Mathematica Sounds of child changes af-
ter Higashi Nihon earthquakes

O-EO02-4 Hiroshi Yokomichi
（Department of Health Sciences, Univer-
sity of Yamanashi）
Risks of ITP in live and inactivated vacci-
nations: case-control studies

O-EO02-5 Hiroshi Nishiura
（Hokkaido University）
Estimating the reproduction number from
importation time

O-EO02-6 Syed Mahfuz Al Hasan
（Department of Public Health, Faculty of
Medicine, Kagawa University, Kagawa, Ja-
pan）
Determinants of menstrual hygiene prac-
tices in adolescents in rural Bangladesh

10月25日（木）10:25～11:40
第7会場（3階 研修室）
Chair：Akiko Tamakoshi（Department of Public Health, Hok-

kaido University Faculty of Medi-
cine）

O-EO03-1 Yuki Yamagami
（Department of Epidemiology, Nara Medi-
cal University School of Medicine）
Physical activity and nighttime BP in eld-
erly individuals: the HEIJO-KYO cohort

O-EO03-2 Tran Ngoan Le
（International University of Health and
Welfare, School of Medicine, Dept. of
Global Health）
Meat Mutagens and Colorectal Adenoma
and Cancer

O-EO03-3 Tomoko Wakui
（The Tokyo Metropolitan Institute of Ger-
ontology）
Informal Male Caregivers’Work Productiv-
ity Loss: Absenteeism and Presenteeism

O-EO03-4 Huei-Ru Lin（Kyoto University Graduate School of
Medicine/School of Public Health Depart-
ment of Healthcare Economics and Qual-
ity Management）
Determinants of long-term care expendi-
ture: a multilevel panel data analysis

O-EO03-5 Thida Win （Department of Public Health and Occu-
pational Medicine, Mie University Gradu-
ate School of Medicine）
Exploration of social capital in Myanmar
communities: a qualitative study

O-EO03-6 Roseline Yong
（Akita University Graduate School of
Medicine）
Indicators for hikikomori in rural Japan: job-
less and loneliness

10月26日（金）8:10～9:10
第7会場（3階 研修室）
Chair：Tran Ngoan Le（International University of Health and

Welfare）

O-EO04-1 Yuka Yamazaki
（Department of Medical Education Tokyo
Medical University）
Japanese Public Health Courses in Medi-
cal Education

O-EO04-2 Ryo Watanabe
（Kanagawa University of Human Serv-
ices）
Exploring key challenges to improve the
shortage of public health physicians

O-EO04-3 Nlandu Ngatu
（International University of Health and
Welfare）
Silicosis in Congolese Cobalt and Copper
Miners
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O-EO04-4 Shigeki Takemura
（Department of Hygiene, School of Medi-
cine, Wakayama Medical University）
Factors assosicated with hypertension
among industrial vibrating tool operators

O-EO04-5 Yasushi Honda
（University of Tsukuba）
Area difference in cold-related mortality
is related to temperature distribution

10月26日（金）10:40～11:40
第6会場（3階 小会議室2＋3）
Chair：Chihaya Koriyama（Kagoshima University Graduate

School of Medical and Dental Sci-
ence, Department of Epidemiology
and Preventive Medicine）

O-EO05-1 Go Muto （Harvard T.H.Chan School of Public
Health, Department of Global Health and
Population, Takemi Research Program,
Boston, USA）
Beyond UHC for maximize utilization: a
prediction model of NCD patients in Japan

O-EO05-2 Mari Nishino
（Teikyo University Graduate School of
Public Health）
Risk communication for volcanic gas: In-
troduction of infographics

O-EO05-3 Urara Fukuchi
（National Institute of Public Health）
Traffic Emergency Survival Rates

O-EO05-4 Toshiko Sawaguchi
（National Institute of Public Health, Minis-
try of Health Labour & Welfare）
Numerical Driven Trial：Integration of the
life & death via meta-RNA




