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

O - 01 01 - 1

第1分科会

疫学・保健医療情報

O-0101-1〜O-0103-5

第2分科会

ヘルスプロモーション

O-0201-1〜O-0202-7

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-0304-7

第4分科会

保健行動・健康教育

O-0401-1〜O-0402-4

第5分科会

親子保健・学校保健

O-0501-1〜O-0503-7

第6分科会

高齢者の QOL と介護予防

O-0601-1〜O-0604-4

第7分科会

高齢者の医療と福祉

O-0701-1〜O-0702-4

第8分科会

地域社会と健康

O-0801-1〜O-0802-5

第9分科会

難病・障害の医療と福祉

O-0901-1〜O-0901-3

第10分科会

精神保健福祉

O-1001-1〜O-1002-5

第11分科会

口腔保健

O-1101-1〜O-1101-4

第12分科会

感染症

O-1201-1〜O-1204-5

第13分科会

健康危機管理

O-1301-1〜O-1302-4

第14分科会

医療制度・医療政策

O-1401-1〜O-1402-5

第17分科会

公衆栄養

O-1701-1〜O-1701-7

第20分科会

産業保健

O-2001-1〜O-2001-6

第21分科会

環境保健

O-2101-1〜O-2101-3

第22分科会

国際保健

O-2201-1〜O-2201-5

第23分科会

保健医療介護サービス研究

O-2301-1〜O-2301-6

EO

English Session

O-EO01-1〜O-EO05-4
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第1分科会 疫学・保健医療情報
10月23日（水）15:10〜16:25
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）
座長：鈴木
O-0101-1

貞夫（名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分野）

加藤

源太 （京都大学医学附属病院診療報酬センター）

第2分科会

10月23日（水）13:40〜15:05
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）
座長：嶋津多恵子（国立看護大学校研究課程部看護学研究科）
O-0201-1

千ヶ崎純子 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）

患者調査における NDB データの利用可能性に関
する評価−基本的な集計項目について−
O-0101-2

西岡

祐一 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

あだちベジタベライフ1 乳幼児期からの継続的
な食育による成果
O-0201-2

長友

日本の全保険診療患者を対象とした1型糖尿病発
生率に関する記述疫学研究
O-0101-3

明神

大也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

鈴木誠太郎 （東京歯科大学衛生学講座）

O-0201-3

廣瀬友里奈 （名古屋市保健所中保健センター）
名古屋市中区における母子を中心とした外国人へ
の支援について

O-0201-4

松本奈乙美 （岡山市保健所健康づくり課）

レセ プ ト 情 報・特 定 健 診 等 情 報 デ ー タ ベ ー ス
（NDB）による糖尿病患者の現在歯数の検討
O-0101-5

大岡

学童期の飲酒回避について〜ヘルスボランティア
との協働による実践〜

忠生 （山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座） O-0201-5 金城
人工知能技術を活用した2型糖尿病のリスク予測
手法の検証と疾患予測因子の探索

O-0101-6

高橋

勇太 （横浜市健康福祉局保険年金課）

座長：若井
O-0102-1

健志（名古屋大学大学院医学系研究科予防医学）

中谷

英仁 （静岡県立総合病院リサーチサポートセンター）
静岡県の国民健康及び高齢者保険加入者における
健診時項目からの維持透析導入予測

O-0201-6

町田

今村

O-0201-7

座長：武林

塚尾

龍也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

O-0202-4

山口

村松

巧 （福岡県保健環境研究所管理部・企画情報管理課）

O-0103-1

愼

明（九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座）

O-0103-2

吉原

O-0202-5

高橋

O-0202-6

小嶋

福島県郡山市における産・学・官協働糖尿病対
策：第二報―治療継続要因の定量的解析
O-0202-7

日高

育学分野）
高齢関節リウマチ患者の疫学的特徴
O-0103-4

寳澤

篤 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
TMM 計画地域住民コホート調査（宮城）調査票
項目と総死亡の関連

O-0103-5

土屋

菜歩 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）

友郎 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
福島県郡山市における産・学・官協働糖尿病対
策：第三報―リスク認知分析と実践的提案

真吾 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

雅代 （名古屋市立大学大学院医学研究科医学・医療教

典子 （郡山市保健所）

鈴木理恵子 （郡山市保健所）

肝臓癌に対する経動脈的化学塞栓術における予防
的抗菌薬と肝膿瘍の関連
O-0103-3

賢治 （東京大学未来ビジョン研究センターデータヘル

福島県郡山市における産・学・官協働糖尿病対
策：第一報―その背景とねらい

重虎 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
CABG における予防抗菌薬投与のガイドライン
の推奨自体の相違と SSI 発症との関連

将大 （つくばウエルネスリサーチ）

ス研究ユニット）
従業員向け半構造化インタビュー調査による健康
経営の効果に関する定性分析

国保データベースを活用した、市区町村別生活習
慣病有病率の推定と可視化の試み

座長：馬場園

晶子 （つくばウエルネスリサーチ）

成果の出る事業デザインとは〜ICT を活用したイ
ンセンティブ事業を例に〜SWCPJ53

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

10月23日（水）17:25〜18:25
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

能與 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）

健康づくり無関心層の行動変容を促すインフルエ
ンサーの特性−SWCPJ（53）

久保慎一郎 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）

西

亨（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科・医学部）
2025年問題に向けて団塊世代の「健康」を考
える研究

O-0202-3

O-0102-5

堀川

知明 （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）：抗 HIV 薬の処方実態全数把握
O-0102-4

怜奈 （福知山公立大学地域経営学部医療福祉経営学科）

10月24日（木）13:20〜14:45
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

O-0202-2

野田

芝田

一自治体内で観測された住民の健康意識の地域差

健康福祉関連ビッグデータの結合による解析の可
能性と問題点
O-0102-3

征己 （東京医科大学公衆衛生学分野）
身体活動 bout 時間を考慮する場合としない場合
でガイドライン充足者割合はどう異なるか

O-0202-1
O-0102-2

芳男 （北九州市保健所）
健康寿命プラス2歳へスクラムトライ！〜ウォー
キング大作戦〜

横浜市国保及び後期高齢者医療の2型糖尿病患者
短期予後分析〜医療ビッグデータ活用〜

10月23日（水）16:25〜17:25
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

亘 （足立区政策経営部 ICT 戦略推進担当課）
あだちベジタベライフ2 幼児期の生活習慣・世
帯の生活状況と乳歯むし歯の関連

ナショナルデータベース（NDB）の活用：糖尿
病薬開始率とその患者数
O-0101-4

ヘルスプロモーション

第3分科会

生活習慣病・メタボリックシンドローム

10月24日（木）8:50〜10:15
第8会場（高知新聞放送会館 8階
座長：八谷
O-0301-1

今村

81号室）

寛（藤田医科大学医学部公衆衛生学）

晴彦 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
血圧関連知識普及を目指したポピュレーション
ベースの取組みとその評価

6.3万人データ分譲に向けて−東北メディカル・
メガバンク計画地域住民コホート調査
O-0301-2

成田

暁 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
遺伝因子と飲酒量の交互作用と随時血圧値の関
連：東北メディカル・メガバンク事業

O-0301-3

清水

悠路 （長崎大学大学院地域医療学分野）
造血能を考慮した動脈硬化と高血圧の関係
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O-0301-4

大澤

絵里 （東邦大学大学院医学研究科社会医学講座衛生学

O-0304-5

松本綾希子 （国立がん研究センター社会と健康研究センター

分野）
血清総コレステロール値に関するライフコース疫
学
O-0301-5

今井由希子 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）

O-0304-6

倉田

男性の高血圧、糖尿病、喫煙と心血管疾患死亡の
生涯リスクの関連：大規模コホート研究
O-0301-6

下田紗映子 （大阪大学大学院公衆衛生学）

手塚

O-0304-7

塩本

10月24日（木）10:15〜11:15
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

O-0302-1

功（大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）

江口

佐能

上野

座長：平尾
O-0401-1

山城

O-0302-5

藤井

O-0401-2

梅田

O-0401-3

礼子 （保健医療経営大学保健医療経営学部）

O-0401-4

平田

安岡実佳子 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
中高年における筋肉量及び腹囲と糖尿病との関
連：CIRCS 研究

O-0303-3

一迫

芙美 （東北大学大学院医学系研究科）
肝機能指標（ALT·GGT）の組み合わせと糖尿病
の関連

O-0303-4

金子

10月24日（木）16:15〜17:40
第5会場（高知会館 3階 平安）
座長：祖父江友孝（大阪大学環境医学講座）

永瀬

高橋

座長：平尾

渡邉

池田

１０

１１

１２

安藤絵美子 （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）
禁煙化で飲食店に何が起こったか：経営、労働安
全衛生面に関する質的調査

O-0402-2

片岡

１３

葵 （大阪医科大学）

１４

住民参加型アクションリサーチによる飲食店の受
動喫煙対策：東京都文京区版ケムラン
O-0402-3

陣内

裕成 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）

１５

慢性腰痛・ひざ痛の重症化予防と住民健診におけ
るブリーフインタベーションの開発
O-0402-4

中谷

直樹 （埼玉県立大学）

１６

配偶者同士の生活習慣の一致性とその年齢の影
響：ToMMo−地域住民コホート調査

１７

第5分科会

絵里 （仙台市健康福祉局健康政策課）
胃がん検診胃内視鏡検査の精度管理体制の構築に
向けた取組み（第1報）

親子保健・学校保健
１８

10月23日（水）15:45〜17:00
第5会場（高知会館 3階 平安）
座長：道川
O-0501-1

武紘（東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）

山崎

O-0501-2

柳

山田

西岡

２２

正明 （富山大学医学部疫学健康政策学講座）
小学生のネット依存と関連要因：とやま安心ネッ
トワークショップ事業

O-0501-5

２１

木村美也子 （聖マリアンナ医科大学）
支援を要する子どもを被災地で養育する親の受援
への思いと姿勢

O-0501-4

２０

奈津代 （東京大学大学院薬学系研究科育薬学講座）
保育園児の適正な医薬品使用に関わる母親の要因
と薬剤師による支援の実態

O-0501-3

１９

嘉久 （あいち小児保健医療総合センター保健センター）
乳幼児健康診査で市町村が把握している既往症等
に関する検討

美貴 （名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分
野）
遺伝的リスク認知ががん検診受診行動に及ぼす影
響についての検討

O-0304-4

匠 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）

智広（香川大学医学部公衆衛生学）

宏和 （国立がん研究センタ−社会と健康研究センタ−）
都道府県が市区町村に指導および推奨するがん検
診内容の実態

O-0304-3

９

10月25日（金）9:40〜10:30
第5会場（高知会館 3階 平安）

慶和 （大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教
室）
本邦における産婦人科医の HPV ワクチンに対す
る意識変化 ー5年間の調査からの検討ー

O-0304-2

８

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）
メタボリックシンドローム，空腹時血糖，腹囲身
長比による6年後の2型糖尿病発症予測能

O-0304-1

陽子 （弘前大学大学院医学研究科）

家庭での受動喫煙および能動喫煙の組み合わせと
高血圧の関連

経済的要因が糖尿病発症に与える影響
O-0303-2

７

睡眠の測定機器から得られた睡眠状況と心理的苦
痛との関連

智教（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）

石原

海渡 （近畿大学薬学部公衆衛生学）

五十嵐有香 （東北大学大学院医学系研究科）

10月24日（木）11:15〜12:05
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

O-0303-1

６

深夜交替制勤務者における睡眠指標と飲酒習慣の
関係

O-0402-1

座長：岡村

５

大学生における睡眠と生活習慣および身体的・精
神的健康状態との関連性

高血圧治療ガイドライン2019の血圧分類別に
みた食塩摂取量と減塩の意義：ISSACKD

亮輔 （藤田医科大学医療科学部臨床検査学科）
飲 料 品 の 摂 取 量 と 腎 機 能 低 下 と の 関 連：J
MICC Study 大幸地区

保健行動・健康教育

智広（香川大学医学部公衆衛生学）

雅善 （近畿大学九州短期大学生活福祉情報科）

辻

４

10月25日（金）8:50〜9:40
第5会場（高知会館 3階 平安）

貴之 （千葉大学大学院医学薬学府）
高齢者における社会参加と高血圧の罹患・治療・
管理との関連：JAGES2016横断研究

O-0302-4

第4分科会

俊紀 （岡山大学医歯薬学総合研究科公衆衛生学）
放射線災害後の心理社会的因子と循環器疾患との
関連

O-0302-3

後期高齢者における椎体骨折、大腿骨近位部骨折
発生率調査〜BMI との関連について〜

依里 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
東日本大震災後の笑いの頻度と生活習慣病及び循
環器疾患との関連

O-0302-2

３

喬平 （九州大学大学院医学研究院整形外科）

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リスクの増加は定年後
の就労状況で修飾される：CIRCS 研究

座長：斉藤

２

哲也 （大阪市健康局健康推進部健康づくり課）
FRAXⓇを用いた大阪市骨粗しょう症予防啓発に
ついて

頸動脈内膜中膜複合体厚と心血管イベント発症と
の関連−CIRCS
O-0301-7

１

検診研究部）
乳癌検診において単回の要精検率が累積偽陽性率
におよぼす影響

２３

大輔 （東京大学大学院医学系研究科 健康教育・社会
学）
生活保護受給世帯の子どもの健康と関連する社会
背景要因：生活保護管理データの分析

EO
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O-0501-6

小林

澄貴 （北海道大学環境健康科学研究教育センター）

O-0601-2

西垣

美穂 （千葉大学医学薬学府先進予防医学共同専攻）

わが国の妊婦のカフェイン摂取量と児の出生時体
格との量依存的な関連：エコチル調査

10月23日（水）17:00〜18:25
第5会場（高知会館 3階 平安）
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-0502-1

三宅

田中

山田真央佳 （愛媛大学医学部疫学・予防医学講座）
周産期喫煙曝露と3歳児の喘鳴・喘息の有症率と
の関連：九州・沖縄小児健康調査

O-0502-4

吉田

谷口

土井

湊屋

街子 （北海道大学保健科学研究院）
湿疹と子どもの精神状態、行動発達の関連の検討

10月24日（木）8:50〜10:15
第5会場（高知会館 3階 平安）
座長：西條
O-0503-1

泰明（旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分野）

長澤真衣子 （大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生学教室）
母親の妊娠中の飲酒と乳児のワクチン未接種との
関連

O-0503-2

伊角

元山

O-0601-5

中村

10月24日（木）15:50〜16:50
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）
座長：渡邊
O-0602-1

能行（京都先端医療大学健康医療学部）

山崎貞一郎 （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）
地域在住高齢者のボランティア活動と要介護発生
リスクとの関連：鶴ケ谷プロジェクト

O-0602-2

田近

八木

O-0602-3

井手

O-0602-4

竹内

鈴木

有佳 （大阪医科大学医学部医学科社会・行動科学教室）

第6分科会 高齢者の QOL と介護予防
10月24日（木）14:50〜15:50
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

O-0602-5

猛 （笛吹中央病院リハビリテーション技術科）

岡

地域高齢者における長期間の運動習慣と健康関連
QOL との関連

10月24日（木）16:50〜17:50
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）
座長：新開
O-0603-1

省二（東京都健康長寿医療センター研究所）

伊藤

智也 （慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
高齢者コミュニティにおけるグループ運動参加者
の移動機能と体力変化に関する縦断研究

O-0603-2

田染

O-0603-3

藤原

聡子 （千葉大学予防医学センター）
高齢者の軽度認知障害・主観的認知機能低下症状
は社会参加で改善するか：JAGES 縦断研究

O-0603-4

LING LING
（千葉大学大学院医学研究院博士課程）
趣味は一人よりもグループで実践した方が認知症
リスクは低いか：JAGES 縦断研究

O-0603-5

柴田

良子 （亀岡市役所高齢福祉課）
亀岡市高齢者の精神的健康の関連要因について

舞欧 （九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセ
ンター）
地域高齢者において情緒的孤独感は認知症発症リ
スク上昇に関連する：久山町研究

10月25日（金）10:35〜11:25
第8会場（高知新聞放送会館 8階 81号室）

O-0604-1

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）

北村

明彦 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢住民に介護予防につながる行動変容を促す機
能チェックフィードバック票の開発

O-0604-2

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）
地域資源や社会参加へのニーズが乏しい高齢者の
特徴−インタビュー調査の分析

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

浦松

翔平 （横浜市立大学医学群健康医学ユニット）
サルコペニア患者に対する運動介入の QOL、
ADL への効果のシステマティックレビュー

生学分野）
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倫子 （岡山大学病院予防歯科）
舌口唇運動機能は身体フレイルに関連する

座長：玉腰

O-0601-1

一茂 （長谷川病院リハビリテーション部）
高齢者の社会参加の種類別頻度と要介護認定の関
連：JAGES20102016縦断研究

麻未 （大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）

ダブルケア（子育て、介護）と睡眠時間・健診受
診行動の関連：国民生活基礎調査より

座長：辻

敦子 （国分寺病院看護部）
高齢者のサロン参加と要支援・要介護リスクの変
化の関連：JAGES 縦断データ分析

子育て世代の母親における孤独感に関するアン
ケート調査
O-0503-7

貴子 （北上済生会病院）
東日本大震災岩手県沿岸被災地域における新規要
介護発生要因の検討：RIAS Study

本庄かおり （大阪医科大学医学部社会・行動科学教室）
居住形態と産後うつ傾向の関連：子どもの健康と
環境に関する全国調査（エコチル調査）

O-0503-6

高齢者の体重減少、アルブミン低値と死亡との関
連要因：システマティックレビュー

彩織 （中京学院大学看護学部看護学科）
11年間に児童相談所へ一時保護された小学3年
生の齲蝕と虐待との関連

O-0503-5

朋子 （佛教大学保健医療技術学部）

彩 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
妊娠届から3歳児までの虐待を予測できるか？：
愛知県での前方視的コホート研究より

O-0503-4

矢野

谷川果菜美 （大阪大学大学院公衆衛生学）
3歳児の生活習慣と母親の育てにくさの認識、虐
待リスクとの関連

O-0503-3

O-0601-4

理美 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
母親の幼少期の逆境体験と子どものメンタルヘル
スとの関連

O-0502-7

保健医療疫学教室）
抑うつによる疲労は骨格障害と関連する

優 （国立環境研究所環境リスク・健康研究センター）
犬猫の飼育と子どもの喘鳴及び喘息との関連−エ
コチル調査（パイロット調査）−

O-0502-6

長門 （京都府立医科大学医学部大学院医学研究科地域

都美 （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）
母体喫煙と受動喫煙がアレルギー疾患に与える影
響：神戸市母子保健情報による疫学研究

O-0502-5

栗山

景子 （愛媛大学大学院医学系研究科疫学・予防医学講
座）
出生前後の喫煙曝露と子の喘息との関連：九州・
沖縄母子保健研究

O-0502-3

O-0601-3

吉博 （愛媛大学大学院医学系研究科疫学・予防医学講
座）
妊娠中野菜、果物、抗酸化物質摂取と子の行動的
問題との関連：九州・沖縄母子保健研究

O-0502-2

高齢者のうつと地域の緑地量及び種類の関連：
JAGES2016横断研究

O-0604-3

馬男木幸子 （福岡市社会福祉協議会地域福祉課）
地域の男性高齢者の社会参加を促進するためのサ
ロン活動の提案

O-0604-4

櫻井

好枝 （鋸南町地域包括支援センター）
地域包括支援センターによる要介護状態のハイリ
スク高齢者への健康維持・介護予防支援

10月25日（金）10:55〜11:55
第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル
座長：井原
O-0802-1

座長：植木
O-0701-1

大士 （千葉大学予防医学センター）

辻

武士 （高崎健康福祉大学）

O-0802-2

野口

里村

一成 （京都大学医学部公衆衛生学教室）

O-0802-3

伊藤

俊貴 （中央大学理工学部）

被災前後の近所づきあいの変化とうつリスク抑制
の関連−JAGES 岩沼プロジェクト−
O-0802-4

鈴木

震災前後の高齢者の社会参加頻度の変化と GDS
の変化の関連：JAGES 岩沼プロジェクト
O-0802-5

10月23日（水）15:50〜16:40
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）
利治（九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセン
ター）
O-0702-1

学専攻ヘルスサービスリサーチ分野）
在宅医療を受ける後期高齢者における訪問診療利
用と関連する疾患
O-0702-2

小宮山

潤 （筑波大学大学院人間総合科学研究科ヘルスサー
ビスリサーチ分野）
高齢の心臓リハビリテーション対象者の特性：医
療・介護保険レセプトによる検討

O-0702-3

渡邉

通いの場の参加プログラムの種類数とプレフレイ
ルの関連：JAGES 縦断研究

第9分科会

古賀

千絵 （千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専
攻）
高齢者虐待とうつはどちらが原因でどちらが結果
か？−JAGES3年間の縦断研究−

10月24日（木）11:15〜11:55
第5会場（高知会館 3階 平安）
座長：杉本
O-0901-1

風間

O-0901-2

春山

O-0901-3

木村

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）

克也 （農林水産省農林水産政策研究所）
将来推計人口を利用した2025年食料品アクセ
ス困難人口の予測

菊島

第10分科会

桜井

座長：坂田

良太 （東京都健康長寿医療センター研究所）

能城

一矢 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）

亀本

森山

信彰 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
福島県内の復興公営住宅に居住する高齢者の主観
的幸福感とソーシャルキャピタルの関連

O-0801-6

岡見

光 （中央大学理工学部人間総合理工学科生物統計学
研究室）
「ソーシャル・キャピタル」と「健康」の関連の
検討 ‐JGSS2012を用いて‐

９

１０

１１

１２

直野

１４

１５

純一 （八尾市保健予防課（八尾市保健所））
大阪府八尾市における心の健康状態及び自殺念慮
の要因に関する実態調査

１６

慶子 （宮崎県精神保健福祉センター）
ひきこもり地域支援センターにおけるひきこもり
の実態調査〜開設4年間を振り返って〜

１７

O-1001-3 波塚美千代 （八王子市保健所）
精神疾患が疑われる住民への多職種による早期訪
問支援事業

１８

O-1001-4

高梨

信之 （岩手医科大学いわて東北メディカル・メガバン
ク機構）
東日本大震災後の仕事の変化によるメンタルヘル
スの経年変化：TMM CommCohort Study

10月24日（木）11:00〜12:00
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）
座長：家保
O-1002-1

英隆（高知県健康政策部）

中村

O-1002-2

高橋

１９

２０

２１

恒穂 （千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専
攻）
うつ割合とソーシャルキャピタルと自殺率−地域
相関分析

地域住民における主観的幸福感とソーシャル・
キャピタルの関連−性・年齢別の検討−
O-0801-5

８

精神保健福祉

清美（岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）

良介 （農林水産政策研究所）

孤食と抑うつの関連―居住形態とソーシャルネッ
トワークの多寡に着目した検討―
O-0801-4

朗 （群馬パ―ス大学大学院保健科学研究科）

10月24日（木）10:10〜11:00
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

利用可能な小売店舗の種類から見た食料品アクセ
スと食品摂取の関係
O-0801-3

７

１３

10月23日（水）16:45〜18:00
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

O-0801-2

康夫 （獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）

失明者の鉄道ホーム白線オーバーラン予防の超指
向性音響普及向けアクションリサーチ

O-1001-2

高橋

邦子 （長野県健康福祉部）

健常人集団の中枢感作症候群の有病率について
（第1報）

第8分科会 地域社会と健康

O-0801-1

６

加代（高知大学医学部看護学科）
長野県における小児慢性特定疾病児童等の実態調
査〜家族へのアンケート調査より〜

O-1001-1

座長：栗山

難病・障害の医療と福祉

慎也 （中央大学理工学部）
死亡前5年間の要介護度の推移：Groupbased
trajectory modeling を用いた検討

O-0702-4

５

横山芽衣子 （千葉大学予防医学センター）

瑜 （筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医

孫

４

守 （筑波大学医学群医学類）
小規模多機能型介護事業所と通所介護事業所を利
用する人々の施設入所までの期間の比較

座長：二宮

３

ぶん （千葉大学医学部予防医学センター）

章

高齢者における生活習慣の組み合わせと要介護発
生リスクとの関連
O-0701-4

泰司 （国立長寿医療研究センター）

佐々木由理 （国立保健医療科学院）

後期高齢者保健事業の評価方法の在り方について
の検討
O-0701-3

２

高齢者における社会的孤立が抑うつ発症に及ぼす
影響についての日英比較研究：JAGES

SARCF は地域高齢者のスクリーニングツール
としては十分ではない
O-0701-2

１

運動グループ参加が盛んな地域では、非参加者で
も閉じこもりが少ない：JAGES 横断研究

章三（大阪体育大学教育学部）

解良

あけぼの）

一成（弘前大学大学院医学研究科社会医学講座）

第7分科会 高齢者の医療と福祉
10月23日（水）15:00〜15:50
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

2階

２２

聡 （国立長寿医療研究センター）
高齢者のうつと自殺の地域相関における再現性検
証
〜JAGES の3時点繰返し横断分析から〜

２３

EO
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O-1002-3

馬場

優子 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）

O-1202-3

河原寿賀子 （大阪府健康医療部保健医療室医療対策課）

足立区インターネット・ゲートキーパー事業を開
始して その成果と課題
O-1002-4

須賀

万智 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）

2019年1月に発生した大阪府内における麻疹集
団感染事例の概要と対応
O-1202-4

金井

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 〜繰り返し発信の有効性
O-1002-5

智暎 （京都大学大学院医学研究科健康要因学講座健康

黄

増進・行動学分野）
ホームレスの人々のギャンブル問題に対する支援
者の認識と支援体制の状況：質的研究

第11分科会

2019年大阪市の大型商業施設で発生した麻し
ん集団発生事例の対応経験と課題
O-1202-5

三沢あき子 （京都府山城南保健所）
京都府南部における地域中核病院 ICT と連携し
た麻疹アウトブレイク対応

O-1202-6

小林

口腔保健
O-1202-7

O-1101-1

小林

希（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

木村

萌花 （兵庫県健康福祉部健康局健康増進課）

岩井

浩明 （京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科
学）
成人における Helicobacter
内への蓄積の関連

O-1101-3

佐川

木内

10月25日（金）8:50〜9:50
第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル
座長：中里
O-1203-1

あけぼの）

貴司 （大分県東部保健所国東保健部）

西

加湿器を原因とした老人福祉施設でのレジオネラ
症集団発生事例について
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接種による獲得免疫の評
価と比較

美穂 （兵庫県健康増進課）
O-1203-3

武田

悠希 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
川崎市リアルタイムサーベイランスを用いたイン
フルエンザ警報・注意報基準値の検討

桜 （東北大学歯学研究科）
口腔機能と認知機能の因果関係の研究：固定効果
分析による検討

2階

栄介（佐賀県鳥栖保健所）

pylori 感染と口腔

高齢者口腔ケア地域定着事業〜地域包括支援セン
ターと連携した口腔ケア定着の取組み〜
O-1101-4

鉄郎 （北海道大学大学院医学研究院衛生学教室）
2017年の山形県内での麻疹アウトブレイクに
おける感染動態の再構築

県が主体となった大学生歯科健診事業の報告〜大
学生の口腔状況の実態〜
O-1101-2

祐介 （埼玉県狭山保健所）
麻疹アウトブレイクにおける保健所の業務負荷と
なる状況の発生と患者数の傾向

10月24日（木）10:20〜11:10
第5会場（高知会館 3階 平安）
座長：岡本

瑞恵 （大阪市保健所）

O-1203-4

丸山

絢 （川崎市健康安全研究所）
川崎市における腸管出血性大腸菌感染症発生状況
及び重症化リスク因子の検討−2018年−

第12分科会

感染症

O-1203-5

池田

川 崎 市 に お け る ア メ ー バ 赤 痢 の 発 生 状 況−
2007年〜2018年の動向について−

10月24日（木）13:20〜14:45
第5会場（高知会館 3階 平安）
座長：西浦
O-1201-1

博（北海道大学大学院医学研究院）

三木

卓也 （名古屋市衛生研究所）
VNTR 型別情報をタグとして使用した結核感染
経路の探索

10月25日（金）9:50〜10:50
第6会場（ホテル日航高知旭ロイヤル
座長：小林
O-1204-1

O-1201-2

山本

香織 （大阪健康安全基盤研究所）
O-1204-2

田丸

亜貴 （大阪健康安全基盤研究所微生物部細菌課）
O-1204-3

新井

英里 （東京都多摩立川保健所）
O-1204-4

稲葉

静代 （岐阜県岐阜保健所）
O-1204-5

森本

高田

加納

吉川

哲生 （大阪市保健所）

齋藤

江崎

10月24日（木）14:45〜16:10
第5会場（高知会館 3階 平安）

O-1202-1

千香（枚方市保健所）

高橋

琢理 （国立感染症研究所感染症疫学センター）

第13分科会

梅澤

美穂 （茨城県衛生研究所）
茨城県における梅毒患者の実態調査に関する研究
について
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秀夫 （東京都中央区保健所）
智也 （国立保健医療科学院）

健康危機管理

10月25日（金）8:50〜9:40
第8会場（高知新聞放送会館 8階
座長：廣瀬
O-1301-1

81号室）

浩美（愛媛県今治保健所）

守川

義信 （奈良県中和保健所）
災害時における保健医療調整本部の運営訓練（第
1報）ー本部立上げと情報共有の検討ー

感染症発生動向調査における梅毒妊娠症例
2019年第1四半期
O-1202-2

和彦 （国立感染症研究所感染症疫学センター）

道代 （名古屋市保健所港保健センター）
アジア圏外国人の結核の認識と受診意図の関連要
因の検討

座長：白井

大輔 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）

新興・再興感染症対策と危機管理の脆弱性評価ガ
イダンスの開発と実装手法の確立

外国出生の小児結核集団感染事例
O-1201-7

知香 （大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学）

感染症発生時対策訓練における脆弱性検出の試み

結核患者に入院措置を発令した事例報告
O-1201-6

松浦

公衆衛生に資する感染症ダッシュボードシステム
の開発

高齢者施設の結核集団感染における多面的な積極
的疫学調査の重要性
O-1201-5

あけぼの）

機械学習やスパースモデリングなどの統計的手法
による肺炎院内死亡予測精度の違い

患者発生間隔の長い結核感染源調査に遺伝子型
データベースが有用であった事例
O-1201-4

2階

宣道（札幌医科大学医学部衛生学講座）
ウイルス除去を達成した C 型慢性肝炎患者にお
ける、肝癌の発症と関連する生活習慣因子

結核分子疫学を用いたあいりん地域における結核
の感染・伝播に関する検討
O-1201-3

史朗 （川崎市健康安全研究所感染症情報センター担当）

O-1301-2

山田

全啓 （奈良県中和保健所）
災害時における保健医療調整本部の運営訓練（第
2報）−OCR 対応避難所等帳票の活用−

O-1301-3

木村

竜太 （福岡県田川保健所）
福岡県における災害時健康管理支援チーム
（DHEAT）養成研修の取組（第1報）

O-1301-4

川原

明子 （福岡県南筑後保健福祉環境事務所）
福岡県における災害時健康管理支援チーム
（DHEAT）養成研修の取組（第2報）

10月25日（金）9:40〜10:30
第8会場（高知新聞放送会館 8階
座長：和田
O-1302-1

O-1302-2

安村

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

酒元

O-1701-2

釜野

木村

太刀川弘和 （筑波大学医学医療系災害・地域精神医学）

O-1701-4

冨田

直明 （愛媛県南予地方局健康福祉環境部（宇和島保健
所））
鰻料理が原因となったサルモネラによる大規模食
中毒事例

成人における食環境の認知と健康日本21（第二
次）の目標である食行動との関連
O-1701-5

黒谷

積口

O-1701-7

大原

O-1401-1

直子 （京都府乙訓保健所）
大規模災害における栄養・食生活支援活動に係る
準備状況調査（市町村、特別区）

10月24日（木）13:20〜14:20
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）
座長：高橋

秀人（国立保健医療科学院）

沢戸

健一 （全国健康保険協会長野支部）

４

５

６

７

８

順子 （福島県県南保健福祉事務所）
大規模災害における栄養・食生活支援活動に係る
準備状況調査（都道府県）

第14分科会 医療制度・医療政策

３

佳代 （医薬基盤・健康・栄養研究所栄養疫学・食育研
究部）
都道府県食育推進計画の具体的目標の特徴

O-1701-6

２

武見ゆかり （女子栄養大学食生態学研究室）

被災地における精神科アウトリーチ支援の効果
−福島県相双地区での「なごみ」の活動−
O-1302-4

安美 （九州大学大学院医学研究院附属コホートセン
ター）
地域住民における食物繊維の種類別摂取量が糖尿
病発症に及ぼす影響：久山町研究

誠司 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
東日本大震災時に避難区域等に居住の高齢者の6
年後の健康状態：福島「県民健康調査」

O-1302-3

桜子 （徳島大学大学院・医歯薬学研究部・予防医学分
野）
朝食欠食および睡眠時間とメタボリック症候群と
の関連：JMICC Study

O-1701-3

１

誠治 （広島修道大学健康科学部健康栄養学科）
隠れ肥満指数を用いた男子大学生の隠れ肥満者の
推計と応用

友 （SOMPO リスクマネジメント株式会社）
熊本地震における行政機関等の要配慮者への保健
医療・福祉サービス提供の課題と対策

公衆栄養

10月25日（金）10:35〜12:00
第5会場（高知会館 3階 平安）

81号室）

安彦（和歌山県田辺保健所）

高杉

第17分科会

９

１０

１１

第20分科会

産業保健

胃がん検診受診ががん医療費に与える影響
O-1401-2

森島

敏隆 （大阪国際がんセンターがん対策センター）
がんの初回治療を行う病院は患者死亡の何日前ま
で自院で診療しているのか

O-1401-3

小林

中西

白山

10月24日（木）14:20〜15:20
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

O-1402-1

増田

花木

O-2001-2

川北

O-2001-4

高田

楠井

O-2001-5

櫻谷あすか （東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座

O-1402-3

各務

皆月

昭則 （釧路公立大学経済学部）
非情報系学生へのスマートフォンを用いた情報科
学・プログラミング教育の検討

O-1402-5

松本

O-2001-6

財津

正俊 （広島大学大学院医系科学研究科地域医療システ
ム学）
地域枠出身医師の地理的分布と指定都道府県から
の流出について：全国コホート研究

將嘉 （東京大学医学部公衆衛生学教室）
最長職業による膀胱がんの予後の差：神奈川県地
域がん登録を用いた分析

竹康 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
家庭健康管理テュートリアル実習により医学生が
得られた経験と学習意識への影響

O-1402-4

公衆衛生学分野）
労働者の主観的ウェルビーング向上のための無作
為化比較試験の系統的レビュー

敏之 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
タスクシフトの推進に向けた臨床工学技士の麻酔
補助業務における医療安全への影響

碧 （大阪がん循環器病予防センター）

１６

１７

疾病の新規診断が就労状況へ与える影響

救急外来医師の判断による救急車の不適切利用の
状況に関する調査
O-1402-2

１５

裕子 （富山大学地域連携推進機構地域医療・保健支援
部門）
労働者の介護の度合いと睡眠の質の関係について
の男女比較：日本公務員研究

元（獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）

翔太 （熊本大学大学院生命科学研究部公衆衛生学）

藤村

１４

佳雅 （三重県立一志病院）
地方公務員の公務特性分類並びにストレッサー、
ストレス反応との関連性

O-2001-3

１３

奈央 （大阪大学公衆衛生学）
高齢化社会における勤務中交通事故の時間帯別割
合の推移

裕士 （医療法人社団ますお会第2北総病院）
介護老人保健施設における救急搬送と看取りのあ
り方

座長：小橋

講座）
O-2001-1

１２

文乃（高知大学教育研究部医療学系看護学部門地域看護学

康裕 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
大規模なレセプトデータを用いた100歳以上患
者と100歳未満患者の医療費の比較

O-1401-5

座長：奥谷

廉毅 （東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学）
後発医薬品の使用割合に関連する要因：NDB を
用いた分析

O-1401-4

10月23日（水）13:40〜14:55
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）

第21分科会

環境保健

１８

１９

２０

２１

10月23日（水）13:40〜14:20
第5会場（高知会館 3階 平安）
座長：小林
O-2101-1

廉毅（東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学）

龍田

希 （東北大学）
メチル水銀および鉛が子どもの IQ に及ぼす影響
の検証

O-2101-2

２２

２３

長谷川麻子 （熊本大学大学院先端科学研究部）
独居高齢者住宅における健康に配慮した空気・温
熱環境づくり

EO
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O-2101-3

岡部

大地 （千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専

O-EO01-2

Rauniyar Santosh

攻）
近隣のウォーカビリティは高齢者の膝痛と腰痛を
抑制か：JAGES マルチレベル横断研究

第22分科会

（The University of Tokyo, Department of
Global Health Policy）
Inequalities in prevalence and management of hypertension in India and Nepal
O-EO01-3

国際保健

Manda Chrispin Mahala
（Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba）
Relative muscle mass, Quality and Cardiovascular Diseases Biomarkers in Adults.

10月25日（金）10:45〜11:45
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）
座長：湯浅

資之（順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス
領域、順天堂大学大学院医学研究科グローバルヘル

O-EO01-4

Yamana Hayato
（Department of Health Services Research, The University of Tokyo）
Health examination and diabetes treatment initiation in hypertensive workers

スリサーチ研究室）
O-2201-1

梅村

朋弘 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
塩害に悩むバングラデシュ南部デルタ地帯の村に
導入した太陽熱淡水化装置の効果

O-2201-2

大西

O-EO01-5

SARI GITA NIRMALA
（ OSAKA
UNIVERSITY
GRADUATE
SCHOOL OF MEDICINE SOCIAL MEDICINE
DEPARTMENT PUBLIC HEALTH）
Occupational Activity and Risk of Breast
Cancer Incidence : The JACC Study

一成 （聖路加国際大学公衆衛生大学院環境保健分野）
モンゴルにおける黄砂・大気汚染物質濃度上昇に
おける健康影響評価

O-2201-3

蜂矢

正彦 （国立国際医療研究センター国際医療協力局）
ラオス人民民主共和国におけるワクチン接種後の
集団免疫について

O-2201-4

瀬川

O-EO01-6

Akbari Fatima
（Kanazawa University, Graduate School of
Medical Sciences）
Reducing OOP Health Payment in Afghanistan: a multiple case study

裕美 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
ブータン王国の NCDSTEPSSurvey を用い
た、健康行動に関わる背景要因の検討

O-2201-5

中野

政之 （長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野）
ネパール国高地住民における健康リスクと遺伝的
背景の関係性について

10月24日（木）15:25〜16:05
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）
座長：宮野伊知郎（高知大学医学部公衆衛生学教室）
O-EO02-1

第23分科会 保健医療介護サービス研究

Tran Dai Tri Han
（Department of Global Health Entrepreneurship, Division of Public Health, Graduate School of Tokyo Medical and Dental
University）
Instrumental activities of daily living of the
elderly in the central Viet Nam

10月23日（水）14:25〜15:40
第5会場（高知会館 3階 平安）
座長：西
O-2301-1

信雄（医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所）

林

慧茹 （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）
介護サービス利用の組合せによる、深層学習を用
いた要介護度変化の予測モデル構築

O-2301-2

次橋

菅野

Kobayashi Kimi
（Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology）
The role of education on financial perception and mental health in older adults

幸男 （奈良県立医科大学公衆衛生学）
胃瘻造設術の減少と人工栄養の推移：レセプト
データを用いた患者数と生命予後の分析

O-2301-3

O-EO02-2

O-EO02-3

Mori Takahiro
（Department of Health Services Research, Faculty of Medicine, University of
Tsukuba）
Costeffectiveness of alendronate for 10
years compared with 5 years in Japan

沙帆 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
奈良県における褥瘡患者 数 集 計 の 検 討：KDB
データを用いて

O-2301-4

飯島

勝矢 （東京大学高齢社会総合研究機構）
医療・介護レセプトを用いた療養場所の集計手法
の検討

O-2301-5

吉江

悟 （東京大学高齢社会総合研究機構）
介護保険利用後期高齢者の Ambulatory Care
Sensitive Conditions と療養場所との関連

O-2301-6

上野

10月24日（木）16:05〜17:05
第7会場（高知新聞放送会館 5階 51号室）
座長：金子
O-EO03-1

聰（長崎大学熱帯医学研究所）

Katayama Miyuki
（Naka Health Canter, City of Nagoya）
EHEC infections with or without antibiotic
treatment in Nagoya city, 201417

悟 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
疫学研究への CDISC 標準の利用可能性の検討
O-EO03-2

10月24日（木）8:50〜10:05
第7会場（高知新聞放送会館 5階
座長：寳澤
O-EO01-1

51号室）

篤（東北大学東北メディカル・メガバンク機構）

Liu Yiwei
（Keio University School of Medicine, department of public health）
No benefit on extreme HDLC on CVD&
Allcause mortality: a metaanalysis

206

Deng Shiqi
（University of Tsukuba Graduate School
of Comprehensive Human Sciences）
ARI and diarrhea disease among children
in selected subSaharan countries

English Session/Oral

O-EO03-3

Hirao Susumu
（Department of Programme Support, The
Research Institute of Tuberculosis, Japan
AntiTuberculosis Association）
IGRA positivity among school students
from tuberculosis high burden countries

O-EO03-4

MIYASHITA Ayano
（Department of Global Health Entrepreneurship Tokyo Medical and Dental University）
Validation of occupational participation in
TB in communes, Phnom Penh

O-EO03-5

Shayo Festo
（Tokyo Medical and Dental University）
Are Tanzanian tuberculosis facilities ready
to provide management of diabetes?

１

２

３

４
10月25日（金）8:50〜9:50
第7会場（高知新聞放送会館 5階
座長：三宅
O-EO04-1

51号室）

吉博（愛媛大学大学院医学系研究科疫学・予防医学講座）

Suzuki Hiromi
（Department of Hygiene Faculty of Medicine Kagawa University）
Effective Management of Hyperbilirubinemia in Myanmar

O-EO04-2

Komori Kaori
（Department of Environmental Medicine,
Kochi Medical School）
Verbal abuse during pregnancy increases
newborn hearing screening referral:JECS

O-EO04-4

10月25日（金）9:50〜10:40
第7会場（高知新聞放送会館 5階
座長：菅沼

51号室）

ALEMI SHARIFULLAH

Bintabara Deogratius
（Department of Global Health Entrepreneurship, Division of Public Health, Graduate School of Tokyo Medical and Dental
University）
Leave no one behind: some African
women face difficulty in accessing healthcare

O-EO05-3

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

Matsuyama Yusuke
（Tokyo Medical and Dental University, Department of Global Health Promotion）
Poor Parenting Types and Dental Caries
of 6 yearold children

O-EO05-4

９

成文（高知大学医学部環境医学教室）
（TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY）
RuralUrban Disparities in Receiving Antenatal Care among Women in Afghanistan

O-EO05-2

８

Sawaguchi Toshiko
（Graduate School of Tukuba University）
Solvability by loss via Healthy Parents &
Children 21

O-EO05-1

７

Funakoshi Yu
（Department of Global Health Promotion,
Tokyo Medical and Dental University）
The association of social capital with behavior problems among children in Japan

O-EO04-5

６

Yonezawa Yudai
（Tohoku Medical Megabank Organization,
Tohoku University）
Fruits consumption during early pregnancy is associated with birth weight

O-EO04-3

５

Chinzorig Tselmuun
（Tohoku University Graduate School of
Dentistry, International and Community
Oral Health）
Inequalities in caries experience among
Mongolian children

２０

２１

２２

２３

EO
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