１

一般演題（示説）一覧

２
※「示説 - 分科会№ - 演題発表№」
例）

３

P-1-1
４

第1分科会

疫学・保健医療情報

P-1-1〜P-1-19

第2分科会

ヘルスプロモーション

P-2-1〜P-2-27

５

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〜P-3-53

６

第4分科会

保健行動・健康教育

P-4-1〜P-4-38

７

第5分科会

親子保健・学校保健

P-5-1〜P-5-78

８

第6分科会

高齢者の QOL と介護予防

P-6-1〜P-6-64

第7分科会

高齢者の医療と福祉

P-7-1〜P-7-39

９

１０

第8分科会

地域社会と健康

P-8-1〜P-8-37

第9分科会

難病・障害の医療と福祉

P-9-1〜P-9-14

第10分科会

精神保健福祉

P-10-1〜P-10-13

第11分科会

口腔保健

P-11-1〜P-11-26

１３

第12分科会

感染症

P-12-1〜P-12-27

１４

第13分科会

健康危機管理

P-13-1〜P-13-27

１５

第14分科会

医療制度・医療政策

P-14-1〜P-14-11

第15分科会

公衆衛生従事者育成

P-15-1〜P-15-23

１１

１２

１６

１７

第16分科会

保健所・衛生行政・地域保健

P-16-1〜P-16-16
１８

第17分科会

公衆栄養

P-17-1〜P-17-33

第18分科会

健康運動指導

P-18-1〜P-18-7

第19分科会

食品衛生・薬事衛生

P-19-1〜P-19-14

２０

第20分科会

産業保健

P-20-1〜P-20-17

２１

第21分科会

環境保健

P-21-1〜P-21-14

２２

第22分科会

国際保健

P-22-1〜P-22-9

２３

第23分科会

保健医療介護サービス研究

P-23-1〜P-23-13

第24分科会

新型コロナウイルス感染症

P-24-1〜P-24-86

１９

２４

EP

EP

English Session

P-E-1〜P-E-26
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第1分科会 疫学・保健医療情報
P-1-1

冨岡

P-2-4

佐藤

P-1-3

橋本

健康

第2報

健康

川戸美由紀 （藤田医科大学医学部衛生学講座）
健康寿命の算定方法に関する検討
水準の測定方法と指標の計算方法

P-1-5

第1報

平田

あや （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
NDB データを用いた特定健診受診回数と循環器
疾患の入院発生に関する検討

P-1-6

小野

浩二 （日本スキンケア協会）
日本における疾患別年齢死亡率曲線の近年の傾向

P-1-7

斎藤

P-1-8

井下

堀

窪山

長尾

山口

P-2-8

小島

P-2-9

依田

P-2-10

P-1-13

照屋

瀬戸

P-2-11

丸山

P-2-12

淡野

P-2-13

入野

吉田

P-1-14

安藤

大平

三上

雄一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
国民生活基礎調査・健康票による自覚症状の推移

P-1-16

伊藤

挙 （国士舘大学ハイテク・リサーチ・センター）

稲垣

脳血管疾患の死亡の地域差と近年の動向
P-1-17

丹羽

智志 （国士舘大学体育学部救急システム研究科）
年齢階級別死亡率曲線と SMR の地域差から見る
死因間の距離の考察

P-1-18

P-1-19

星

猪飼

佳芳 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
研究データ公開に関する国内社会医学系学術雑誌
のポリシー公開分析
宏 （京都府立医科大学医学・医療情報管理学講座）
京都府国保・後期高齢者医科レセプトデータベー
スにおける悉皆性および長期追跡の検討

P-2-19

加藤

P-2-21

細川

P-2-1

石井

英子 （岐阜保健大学大学院看護研究科保健師コース）
プラチナ保健師活動の魅力を伝える25年間の考
察

P-2-2

片岡

大輔 （島根県健康福祉部健康推進課）
健康長寿しまね県民運動の推進（第1報）

P-2-3

岩野
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大元

P-3-6

児玉

P-2-24

湯舟

P-3-7

横山

P-3-8

中野

P-3-9

内田

鈴木

研太 （日本医療科学大学保健医療学部）
地域高齢者に対する健康教育の実践：コロナ禍に
おける運動不足解消へ

博之 （城西大学大学院薬学研究科医療栄養学専攻）
日本の Non-Communicable Diseases 死亡率
の年次変動に対する年齢−時代−コホート効果

P-3-10

平田

P-3-11

岩井

P-3-13

平田

浩二 （滋賀医科大学公衆衛生看護学講座）
市町村保健師のマンパワーが「検診受診率」と「検
診によるがん発見割合」に与える影響

P-3-14

清水

都 （梅花女子大学看護保健学研究科口腔保健学専攻）
口腔の自覚症状とメタボリックシンドロームとの
関連：後ろ向きコホート研究

P-3-15

高橋

拓耶 （全国健康保険協会富山支部）
「睡眠・休養」改善・悪化と、食・運動習慣の関
わり

P-3-16

嶽崎

俊郎 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際離島医
療学）
全死亡に対する HTLV-I と炎症性サイトカイン遺
伝子多型の交互作用に関する研究

P-3-17

落合

裕隆 （昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）

P-3-24

P-3-18

遠藤

５

岡田

６

武夫 （大阪がん循環器病予防センター）
健診受診者に見る慢性腎臓病の頻度とその要因に
ついて

P-3-25

角田

７

紘子 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科地域
健康増進看護学分野）
高校生のがんの知識に関連する要因の検討

P-3-26

宮城

８

高次 （全国健康保険協会千葉支部）
協会けんぽにおける新規透析導入者の特徴-第2
期データヘルス計画の上位目標の分析-

P-3-27

P-3-28

安達

９

美佐 （栄養サポートネットワーク合同会社）
生活習慣病の発症・重症化予防のためのライフス
タイルアセスメント項目の標準化

１０

西村奈津子 （大阪府藤井寺保健所）
小学生の保護者を対象とした職域世代の健康課題
の把握と啓発事業

P-3-29

神田

１１

秀幸 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学）
地域一般住民における自己採血型簡易血液検査
（指先採血）の導入と実施状況

P-3-30

磯山

優 （帝京大学経済学部経営学科）

P-3-31

東

P-3-32

幸恵 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講

１４

座）
みなし健診受診者を含めた市町村国保の特定健診
受診率の検証：LIFE Study

１５

吉田かおり （三重県津市健康づくり課）
津市肺がん検診受診率向上に向けた一考察〜市民
のがん検診状況調査から〜（第一報）

P-3-33

神田

１６

直子 （三重県津市健康づくり課）
津市大腸がん検診受診率向上に向けて〜受診状況
調査受けない理由分析から〜（第二報）

P-3-34

松尾

１７

由香 （茅ヶ崎市役所保険年金課）
特定保健指導のメタボリック症候群関連指標への
影響：茅ヶ崎市5年間の健診データより

P-3-35

森永

１８

朗子 （福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室）

１９

日本人一般住民における血清 ALT 値と糖尿病発
症との関連：ISSA-CKD 研究
P-3-36

佐藤

洋子 （宮城県立がんセンター宮城県がん登録室）

２０

がん登録情報を活用したがん対策の推進（第4
報）：市町村のがん登録情報活用支援事業
P-3-37

１２

１３

専門医の講演が生徒を介して親・祖父母の特定検
診受診態度に与える影響

久松

隆史 （岡山大学学術研究院医歯薬学域公衆衛生学分野）

２１

地域における IoT 高血圧管理研究が高血圧有病
率・認知率・治療率・管理率へ与える影響
P-3-38

石丸

佳奈 （大阪がん循環器病予防センター）

２２

新型コロナウイルス感染症流行による働き方、生
活習慣への影響について（第1報）
P-3-39

伯井

朋子 （大阪がん循環器病予防センター）
新型コロナウイルス感染症流行による働き方、生
活習慣への影響について（第2報）

肥満・腹部肥満の組み合わせと慢性腎臓病との関
係：ZRF study

翔太 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
日本語版 The Weight Bias Internalization
Scale の作成と信頼性・妥当性の検証

４

全国がん登録を用いたがん予防の効果を高める地
域保健活動基盤に関する生態学的研究

浩明 （朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保
健学分野）
大学病院の健診受診者における咀嚼状態と脂質異
常症との関連

純子 （大阪がん循環器病予防センター）

大倉光帆子 （京都市保険年金課）

吉田奈津子 （釧路市こども保健部国民健康保険課）
釧路市国保における重症化予防対策事業の取り組
みについて

P-3-12

P-3-23

匠 （北海道大学大学院医学研究院公衆衛生学教室）
宮城県内保険者の糖尿病性腎症重症化予防事業実
施に係る COVID-19感染拡大の影響

３

非肥満の非糖尿病者における血糖変動パターンに
影響を与える食生活等の検討

裕紀 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
福島県脳卒中発症登録に関する報告：平成30年
遡り調査

産後うつ病の予測に役立つ日常生活におけるパー
トナー間の感じ方
P-2-25

宮崎

勝教 （香川県小豆保健所）
ナッジ理論を活用した HPV ワクチン情報提供資
料の個別配布の効果

寿馬 （岡山市保健所感染症対策課）

邦子 （東都大学）

P-3-22

知子 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
SDG3.8ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに
おける非感染性疾患領域の課題

功 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
心拍変動と総死亡リスクに関するコホート研究：
大洲コホート II

華子 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
20歳からの体重増加と現在の肥満の組み合わせ
が糖尿病発症に与える影響

地域における健康ポイント事業が肥満者の体重減
少に与える影響の検討

真保 （島根県健康福祉部健康推進課）
健康長寿しまね県民運動の推進（第2報）〜人材
育成との両輪で進める健康なまちづくり

成瀬

佳能 （早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）

ピア・カウンセリング養成講座で得た大学生の思
い
P-2-23

P-3-5

加藤千恵子 （名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

第2分科会 ヘルスプロモーション

斉藤

奈央 （大阪府立大学大学院看護学研究科看護情報学分

BMI・腹囲と糖尿病発症リスクの関連における男
女別の検討: ISSA-CKD 研究

２

癌種とせん妄発症との関連

阿部真紀子 （福岡大学医学部衛生・公衆衛生学講座）

井手野由季 （群馬大学数理データ科学教育研究センター）

都市部スポーツ推進委員の連絡調整の特徴：混合
研究法を用いた探索的検討
P-2-22

P-3-4

美生 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

日本人看護職女性におけるサプリメント（カルシ
ウム・鉄・ビタミン）利用者の特性

明子 （大阪府立大学大学院看護学研究科看護情報学分

野）
論理的及び情緒的アプローチによる特定健診受診
勧奨資材の開発：実践報告第2報

敦 （大分県立看護科学大学看護学部）

地上波テレビにおけるアルコールおよびノンアル
飲料の広告出稿パターン分析
P-2-20

園田

民喜 （龍谷大学大学院社会学研究科）

離島住民の健康寿命とコミュニケーションの機
会：大分県姫島村について

光宇 （医療法人社団成和会西新井病院）

１

山戸健太郎 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）

生活習慣病・メタボリックシンドローム

野）
PPDAC サイクルを活用した特定健診受診率向
上のための取組み：実践報告第1報

純子 （大分県南部保健所）

日常業務における救急隊員の惨事ストレス〜急性
ストレス反応出現率〜
P-2-18

森本

了士 （愛媛県立医療技術大学）

コロナ禍における健康経営の推進〜健康危機管理
の視点強化に向けて〜
P-2-17

P-3-2

寧彦 （愛媛大学社会共創学部）

由美 （元目白大学大学院看護学研究科）
がんピアサポートとがんピアサポーターに関する
文献検討

P-3-20

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

広達 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）

ター）
東日本大震災直後の血糖コントロール状況と精神
的健康との関連：福島県県民健康調査
P-2-16

金

岡崎可奈子 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン

土井麻理子 （国立保健医療科学院政策技術評価研究部）
日本国内の臨床試験登録レジストリの検索性能に
関する検討

P-1-15

P-2-15

P-3-1

裕一 （愛媛県中予保健所健康増進課）

愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり【第4報】
事業の動機づけから立案への WG 活用
P-2-14

第3分科会

P-3-3

愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり【第3報】
データ分析結果の見える化と活用支援

健雄 （東海大学健康学部健康マネジメント学科）

美香 （大阪市職員共済組合）
職域における特定健康診査後5年以内の虚血性心
疾患新規発症に関連する要因の検討

P-3-21

第2報〜開

愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり【第2報】
ビッグデータ分析から得られた知見

健作 （帝京平成大学現代ライフ学部経営学科）
「中野区新型コロナ受診相談電話」における集計
分析

明子 （佐久大学看護学部）

辻本

高齢者における就業と健康習慣・意識の関係

第1

愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり【第1報】
3年間の取組みについて

栗盛須雅子 （聖徳大学看護学部看護学科）
「質」を含む高齢者健康指標，年齢調 整 WDP
による介護予防事業の包括的評価と可視化

柴田

美里 （福岡看護大学）

地域で開業する看護職の事業化能力
業者が捉えた重要な行動や成果〜

献血者血液検査結果の公開ならびに利活用
P-1-12

匡則 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン

地域で開業する看護職に特有な事業化能力
報 〜基本的属性の特性〜

泉 （蓮田よつば病院）
亮 （日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所）

智史 （花王株式会社生物科学研究所）

P-3-19

健康づくりを推進する住民組織育成のための研修
プログラムの検討
P-2-27

ター）
東日本大震災後の震災関連等要因と生活習慣病発
症の俯瞰的検討：福島県県民健康調査

認知症と潜在性甲状腺機能異常症
P-1-11

典子 （郡山市保健所）

皮脂中 RNA を用いた慢性ストレス診断の可能性

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
基盤情報 Web サイトの活用に向けて

P-1-10

P-2-6

英二 （梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
我が国の誤嚥性肺炎死の疫学分析

P-1-9

高橋

純平 （福島県立医科大学医学部呼吸器内科学講座）
Pep Up におけるアンケートとレセプトデータ
による新規研究手法：咳嗽に関する研究から

檀原三七子 （桐生大学医療保健学部）

働き世代における糖尿病の理解を深める手法：産
官学連携による市民イベントの活用

P-2-7

修二 （藤田医科大学医学部衛生学講座）
健康寿命の算定方法に関する検討
の概念規定

P-1-4

P-2-5

遊洋 （旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分
野）
口唇口蓋裂の発症に関連するリスク要因の人口寄
与割合：エコチル調査より

P-2-26

子育て中の被扶養者女性向けの健康診断促進パン
フレットの作成

公子 （奈良県立医科大学県民健康増進支援センター）
国民生活基礎調査匿名データを用いた腰痛に関連
する非就労者の割合の推計

P-1-2

月野木ルミ （東京医科歯科大学地域保健看護学分野）

P-3-40

２３

２４

長濱さつ絵 （全日本労働福祉協会）
実測体重増加を考慮した20歳からの体重増加問
診の正誤と心血管疾患リスク因子との関連

EP
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P-3-41

松下

陽子 （名古屋市立緑市民病院）

P-4-8

土田

50歳以上の女性における脂質異常症治療につい
て
P-3-42

森

更紗 （大阪市立大学大学院生活科学研究科食・健康科
学講座）
積極的支援に層別化される男性の減量に伴う年齢
階級を考慮した臨床検査成績への影響

P-3-43

南

P-3-44

由田

P-3-45

川田

P-3-48

中西
飯地

P-3-50

若山

小島

P-3-53

安部

第4分科会 保健行動・健康教育
竹原

P-4-2

小林

P-4-3

仲下祐美子 （大阪医科薬科大学看護学部）
看護学生への喫煙防止・禁煙教育プログラムの研
究の質に関する文献レビュー

P-4-4

石崎

順子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
成人女性における健康問題の認知・理解度と運
動・スポーツ実施との関連

P-4-5

笠巻

純一 （新潟大学人文社会科学系）
喫煙に伴う恩恵と負担の認識が男子学生の喫煙行
動に及ぼす影響

P-4-6

P-4-13

秦

吉田

篤司 （酪農学園大学農食環境学群）

P-4-14

石井

田村

晴香 （名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学専攻）
産後の母親を対象とした不眠の関連要因の検討：
横断研究

P-4-15

両親学級開催時に実施した POCT を用いた禁煙
支援・受動喫煙防止
P-4-16

大野

P-4-17

一柳由紀子 （東京家政大学健康科学部看護学科）
女性の飲酒と健康に関する調査（第2報）-男女
別適正飲酒量の認識と普及啓発-

P-4-18

山口

P-4-19

北澤

佳子 （東京家政大学健康科学部）
女性の飲酒と健康に関する調査（第3報）-妊娠
中の飲酒継続者の特徴と普及啓発-

P-4-34

P-4-20

P-4-35

P-4-21

松本

喫煙所内における喫煙者間濃厚接触の推定
2.5の測定から
P-4-36

郡山

P-4-22

松井

P-4-23

白山

P-4-26

P-4-27

第5分科会
P-5-1

西條

P-5-2

土田

萩本

若狭

明子 （同志社女子大学看護学部）
加熱式たばこ使用者の禁煙行動―1年間の追跡調
査結果から

P-5-3

笠松

P-5-4

永石

朗子 （宮崎県小林保健所）
職場の健康日めくりカレンダーの配布と効果検証

P-4-30

細川由美子 （神戸女子大学看学科母性・助産学分野）

P-5-19

小児におけるアドバンス・ケア・プランニングの
検討
〜重症心身障害児の事例を通して〜
P-5-20

春花 （高岡市きずな子ども発達支援センター）

細川

陸也 （京都大学大学院医学研究科）

P-5-5

當山

紀子 （琉球大学医学部保健学科）

里沙子 （京都看護大学看護学部看護学科）

林

山田

典子 （日本赤十字秋田看護大学看護学部）

久島

P-5-22

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）

佐藤

睦子 （淑徳大学看護栄養学部）

P-5-23

畠山

高木

悦子 （帝京科学大学医療科学部看護学科）

P-5-24

隅谷

P-5-11

二武

有紀 （兵庫医科大学公衆衛生学講座）

P-5-25

石田

P-5-26

上平

周防美智子 （岡山県立大学保健福祉学部現代福祉学科）
コロナ禍における児童生徒の抑うつ状態と行動お
よび背景課題に関する研究

１２

典子 （大阪市立大学大学院看護学研究科）

淳子 （府中市子ども家庭部子育て支援課母子保健係）
COVID-19初回緊急事態宣言終了時の妊婦の不
安とその支援 ―EPDS 結果を用いた評価―

公子 （岐阜医療科学大学看護学部看護学科）

１３

１４

１５

１６

乳幼児期のメディア接触の実態と保護者の認識と
の関連
P-5-27

三木

祐子 （帝京大学医療技術学部看護学科）
発達障害児とその親への融合的連携支援における
看護職のコンピテンシー

P-5-28

大川

聡子 （関西医科大学看護学部）
未就学児育児中の母親における、過去の逆境的小
児期体験（ACE）スコアと自尊心の関連

P-5-29

上野

P-5-30

後藤

雨宮

伊藤真利子 （北海道大学環境健康科学研究教育センター）
妊娠中の喫煙曝露と児の注意欠如多動症との関
連：北海道スタディ

P-5-33

多田

１９

２０

２１

綾子 （甲州市役所健康増進課）
乳幼児における食の課題−甲州プロジェクトよ
りー

P-5-32

１８

文枝 （愛知県東海市役所）
愛知県東海市における要保護児童の実態と今後の
支援体制について

P-5-31

１７

清美 （元武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科）
母子健康手帳の交付時における気になる妊婦の特
徴と熟練保健師の母親への関わり

医学生が受けたいと考えていた性教育と実際に受
けた性教育の違いについて
P-5-12

１１

香川県小児生活習慣病予防健診後の二次検診受診
とフォローアップの実態

笑里 （広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学研
究室）
母親のう蝕経験と子どもの早期小児う蝕の関連：
システマティック・レビューによる検討

１０

安岐英里子 （香川県健康福祉部健康福祉総務課）

全国基礎自治体に対する父親支援実施状況調査
P-5-10

９

究センター）
新型コロナウイルス流行下における子どもの孤立
感に関係する背景要因の検討

担当保健師による継続支援体制構築に関する研究
（第2報）
：ネウボラ実践方策への示唆

要支援母親との援助関係構築に向けた保健師研修
プログラムの効果の検証
P-5-9

８

萌 （山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研

担当保健師による継続支援体制構築に関する研究
（第1報）
：ネウボラ準備期の課題

高校生に対する感情統制教育プログラムの実践効
果
P-5-8

７

村上奈々美 （大阪市立大学大学院看護学研究科）

子ども虐待早期発見と介入のための記録ソフトの
評価 〜演習後の質問紙調査より〜
P-5-7

６

母乳育児の継続または終了に関する母親の情報
ニーズ：1歳6か月健診における実態調査

沖縄県において3歳児を育てる母親の育児スト
レッサーと父親の家事育児協力の関連
P-5-6

５

瑛子 （あいち小児保健医療総合センター）

石川

学童期における家庭の季節行事の経験と児の社会
適応

茨城県筑西市における「健康副読本」を活用した
小中学生への健康教育
P-4-29

母親のリカバリー経験の検討

父親の育児行動の頻度と母親の心理的苦痛の関
連：エコチル調査より

はな （北海道大学大学院医学院公衆衛生学教室）

内田亜紀乃 （筑西市保健福祉部健康増進課）

綾香 （埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科）

伊草

母親の喫煙歴と出生児の先天性異常の関連：エコ
チル調査より

スクリーンタイムが肥満に及ぼす影響
P-4-28

P-5-18

泰明 （旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分

暁子 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）

４

美鈴 （株式会社バスクリンつくば研究所）

小番

親子保健・学校保健
野）
両親の教育歴と児の3歳時の喘鳴・喘息との関
連：エコチル調査より

３

講座）
大学における女性の健康相談および健康啓発活動
状況について

子育て家庭における入浴剤使用頻度とその関連要
因分析

P-5-21

芳久 （順天堂大学順天堂大学国際教養学部）
公衆衛生活動報告ー都内の大学・高校に通う若い
世代の新しい生活様式とヒヤリ・ハット

P-5-17

-日常的な

直己 （駿河台大学スポーツ科学部）

笑子 （防衛医科大学校医学教育部看護学科母性看護学

コロナ禍における子育ての意識変化について―乳
幼児健康診査・相談質問票の集計から―

B 市における飲酒に関する現状と課題-保健福祉
職員へのインタビュー調査から-

川端万里奈 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
地域住民のヘルスリテラシーと健康維持増進行動
およびメディア利用の関連

P-4-25

信太

２

紀之 （広島市安芸保健センター）

城間

千早 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科疫学・予防

COVID-19感染拡大下での精神保健
保健行動の実行との関連P-4-38

P-5-16

高岸百合子 （駿河台大学心理学部）

矢田部尚子 （福岡歯科大学口腔歯学部口腔保健学講座）
呼気と口気に着目した加熱式タバコ等禁煙への職
域での動機づけ要因の検討

P-4-24

P-4-37

幾子 （和洋女子大学家政学部健康栄養学科）
食事バランスガイドによる妊娠中期以降女性の食
事について

PM

医学）
医学生における COVID-19への不安やヘルスリ
テラシーと行動変容について

悠貴 （日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
中高生の睡眠の質に関する縦断的大規模疫学調査
と睡眠の質低下の予測因子の検討

西岡

菜々夏 （京都女子大学家政学部生活福祉学科）

堀

松浦英莉子 （東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野）
栄養成分表示の認知および食品中の食塩含有量に
基づく購買行動の背景要因の検討

P-5-15

ワーク・ファミリー・コンフリクトと交通事故と
の関連：東温スタディ

１

血清総 IgE 値を考慮した母親のアレルギー疾患
と早産の関連 エコチル調査より

清秀 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学）

友岡

健文 （東京家政大学健康科学部）
女性の飲酒と健康に関する調査（第4報）-パン
デミックに伴う飲酒習慣の変化-

令嗣 （山梨大学医学部社会医学講座）

小島

加熱式たばこ副流煙（エアロゾル）のニコチンと
たばこ特異的ニトロソアミンの分析

順子 （東京家政大学健康科学部）
女性の飲酒と健康に関する調査（第1報）-問題
飲酒者・多量飲酒者の特徴と普及啓発-

就学前の子どもを育てる親の社会的孤立に影響す
る変数間の関連の検討
P-5-14

洋平 （国立保健医療科学院）

稲葉

平田紀美子 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）

妊産婦の災害への備え行動の影響要因の検討
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P-4-33

陽子 （川崎医療福祉大学保健看護学科）
看護大学生によるピアエデュケーションの実施と
教育効果に関する文献検討

高校生におけるエナジードリンク摂取頻度と睡眠
障害の関連
P-4-7

暁子 （福島県立医科大学看護学部地域・公衆衛生看護

千恵 （長野保健医療大学看護学部）

川崎

高齢者における運動行動の変容ステージ別の歩行
時間の関連要因：JAGES2019横断研究

学部門）
学校教員における生活習慣の改善意欲の推移

淳子 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻地域看
護学分野）
20歳台・30歳台女性の加熱式タバコの喫煙の
実態と認識

悟 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

金森

学講座）
不妊治療中の女性の飲酒習慣に関する分析

祥子 （東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座
公衆衛生学分野）
看護学生の新型タバコに対する認識

桂子 （了徳寺大学健康科学部看護学科）

佐藤真美子 （順天堂大学大学院医学研究科衛生学・公衆衛生

泰子 （広島大学大学院医系科学研究科）
特定保健指導での行動変容ステージをふまえた保
健指導の実態調査

P-4-1

P-4-12

亜未 （福井県立大学看護福祉学部看護学科公衆衛生看
護学領域）
勤労者の男女別の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-4-32

中学3年生の思春期教室にドラマとグループワー
クを取り入れた効果

怜 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
特定保健指導対象者における行動変容ステージに
関わる要因の検討：愛知健康増進研究

P-3-52

森田

黒田佐和子 （福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
宗像・遠賀中間地区における糖尿病性腎症重症化
予防の取組について

P-3-51

P-4-11

P-5-13

平成14年から令和2年までに施行された路上喫
煙禁止に関する条例の研究

若手医師における加熱式タバコ・電子タバコの認
知、知識および懸念に関する検討

智紀 （全国健康保険協会宮崎支部）
勤労者におけるメタボリスクと生活習慣の業態別
分析と特徴

祐樹 （鳥取大学医学部環境予防医学分野）

大塚雄一郎 （日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）

唯公 （順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科）
成人女性の隠れ肥満の実態-経年変化-［第2報］

P-3-49

P-4-10

櫻井しのぶ （順天堂大学医療看護学研究科）
成人女性の隠れ肥満の実態-経年データの比較［第1報］

資隆 （医療法人徳洲会宇治徳洲会病院健診センター）

岩永

産業保健の現場における減酒支援ブリーフイン
ターベンションの飲酒量改善への効果

土器屋裕美 （公益財団法人鹿児島県民総合保健センター）
青壮年期の身体組成の違いがメタボリックシンド
ロームリスクや体力に与える影響

P-3-47

桑原

陽子 （慶應義塾大学衛生学公衆衛生学）
都市部住民における骨強度と動脈硬化の関連：神
戸研究

P-3-46

P-4-9

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）
特定健康診査における階層化レベルの改善を考慮
した体格と血圧の変化に関する検討

P-4-31

COVID-19下における大学生のソーシャルキャ
ピタルとメンタルヘルス、予防行動との関連

拓磨 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
埼玉県糖尿病性腎症重症化予防事業における受診
勧奨の長期効果の検証

陽奈 （神戸大学大学院保健学研究科）

章夫 （兵庫大学健康科学部健康システム学科）
大学生におけるコロナ禍前後における精神心理的
要因の変化

２２

２３

２４

EP
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P-5-34

大澤

絵里 （国立保健医療科学院国際協力研究部）

P-5-55

美恵子 （鹿児島県徳之島保健所）

林

多職種連携に焦点をあてた児童虐待防止のための
研修の取り組み
P-5-35

宮村

季浩 （山梨大学大学院総合研究部医学域看護学系保健
学領域）
新型コロナウイルス感染症による大学生の寝だめ
の変化

P-5-36

吉岡

P-5-56

小原久未子 （近畿大学医学部公衆衛生学教室）
小学校高学年における食事量・身体活動量・ダイ
エット経験と骨密度・体脂肪率との関連

P-5-57

田中

拓真 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

井村

亘 （玉野総合医療専門学校作業療法学科）

P-5-58

杉浦

江崎

道代 （名古屋市中央児童相談所）
保護者支援事業をより効果的なものにするための
検討

P-5-39

村上

秋山

P-5-42

P-5-43

P-5-44

松村

笹田

中村

P-5-46

P-5-62

怜子 （岩手県立大学盛岡短期大学部生活科学科食物栄

P-5-63

麻子 （大阪医科薬科大学医学部衛生学・公衆衛生学）
口腔細菌叢と健康に関する母子コホート研究−対
象者の基本属性とコホートプロファイル

藤原

山岡

土井

伊角

P-5-54

山北

堀

P-5-69

佐藤

P-5-70

本橋

小池

P-6-5

新井

響子 （筑波大学人間総合科学学術院）

P-6-6

平井

小川真奈美 （熊本市東区役所保健子ども課）

P-6-7

秦

西嶋真理子 （愛媛大学大学院医学系研究科）

P-6-8

森下

P-5-75

小山佐知恵 （信州母子保健推進センター（長野県健康福祉部
保健・疾病対策課））
コロナ禍における信州母子保健推進センターの取
り組み

彩 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
P-5-76

P-6-9

満哉 （山梨県立大学看護学部）
P-5-77

中山

久子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）

堀金

P-6-24

植木

P-6-10

森下

P-6-11

P-6-25

P-6-12

P-6-26

競 （獨協医科大学医学部公衆衛生学講座）

高橋

P-6-13

織田

P-6-27

小澤多賀子 （駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科）
地域在住高齢ボランティアによる介護予防体操普
及活動と活動効果指標との関連

P-6-14

齋藤

P-6-16

魚里

原

P-6-19

菊地

P-6-30

通いの場参加をきっかけにした運動の会等への参
加開始状況−JAGES プロジェクト−
P-6-31

芳美 （福井県立大学看護福祉学部看護学科）

中谷

地域在住高齢者の主観的健康感と関連する要因：
高齢者の年齢を3区分した分析
P-6-33

西間木ます子（福島県立医科大学医学部疫学講座）
青年期の運動経験・その後の運動習慣の継続とフ
レイル予防との関連の研究

P-6-34

児玉小百合 （相模女子大学短期大学部食物栄養学科）
25府県在住の高齢者における幸福感と6年前の
孤食頻度の関連

９

１０

１１

１２

野上絵理子 （和歌山県立医科大学）
地域在住の中高年者における骨格筋量と呼吸筋力
および喫煙との関連

P-6-32

８

清人 （平成医療短期大学リハビリテーション学科）

加藤

久美子 （和歌山県立医科大学）

辻

１３

１４

１５

１６

中高年者における主観的な冷えの自覚と前額部手指部皮膚温度較差との関連
P-6-35

加藤

則子 （十文字学園女子大学幼児教育学科）
新型コロナ感染拡大による健康増進事業の中止が
高齢者の心身の健康に及ぼした影響

P-6-36

鈴木

愛 （筑波大学大学院公衆衛生学学位プログラム）
軽度要介護者における要介護認定調査項目の変化
と要介護度重度化に関する記述研究

P-6-37

河合

P-6-38

山崎

鈴木

飯塚

あい （東京都健康長寿医療センター研究所）
ものづくりを題材とした健康増進プログラムの無
作為化比較試験：精神面への介入効果

P-6-41

木全

１９

２０

２１

宏幸 （東京都健康長寿医療センター研究所）
ものづくりを題材とした健康増進プログラムの無
作為化比較試験：認知機能への介入効果

P-6-40

１８

幸子 （文京学院大学人間学部心理学科）
単身中高年者における馴染みの場の分類と関連要
因

P-6-39

１７

恒 （東京都健康長寿医療センター）
地域高齢者における社会的交流の加齢変化パター
ンとフレイルとの関連

眞海 （北海道大学大学院保健科学院）
地方高齢者における集合型社会活動プログラムに
よるソーシャル・サポートの向上

P-6-20

農村部後期高齢者の情報通信機器使用状況と心身
機能との関連

修一 （九州保健福祉大学臨床心理学部）
在宅高齢者のサルコペニア・ダイナペニアの実態
と活動および介護予防事業への参加状況

７

渡辺修一郎 （桜美林大学健康福祉学群）

明子 （神戸女子大学看護学部）
地域で生活する健康な高齢者の足トラブルとフッ
トケアの実態

P-6-18

P-6-29

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の走行実態2−衝突および
接触した事例−

P-6-17

大都市在住高齢者の Trail Making Test の成
績：TMT-B の完遂者と未完遂者の比較

初恵 （国士舘大学ウェルネス・リサーチセンター）
多摩市におけるフレイル予防に関する調査の統計
学的検討

６

佐久間尚子 （東京都健康長寿医療センター研究所）

木村真優子 （国士舘大学ウェルネス・リサーチセンター）
TAMA フレイル予防プロジェクト（TFPP）の
概要

P-6-15

P-6-28

初江 （ぶんか高齢者支援総合センター）
新型コロナウイルス感染症禍における少人数・交
代制による介護予防事業の試み

５

地域高齢者における夜間頻尿・フレイルの重複と
ポリファーマシーとの関連

舞香 （筑波大学医学群医学類）
要介護高齢者における要介護度と生きがいの関連
及び生活場所による比較

４

高齢者のハイリスク処方と初回要支援・要介護認
定の関連

舟久保徳美 （福島県立医科大学医学部疫学講座）

岩川

３

学領域）
山間過疎地域の高齢者におけるロコモ度と介護予
防事業参加の関連

直明 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）

黒田

久美 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）

福島県避難区域住民におけるオーラルフレイルと
社会活動や幸福度との関連

俊也 （山形大学医学系研究科看護学専攻地域在宅看護

野）
地方農村部シルバー人材センター会員による健康
づくり活動でのグループへの関与の過程

絵美 （豊島区保健福祉部高齢者福祉課）

シルバー人材センターにおける就業のプレフレイ
ル改善効果：2年間の追跡調査

２

洋美 （福井大学医学部看護学科コミュニティ看護学分

米澤

賀子 （豊島区役所高齢者福祉課）

フレイルチェックによる介護予防・生活支援サー
ビス事業対象者の掘り起こしに向けて

堀井美樹子 （秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻）
中学生とその保護者の生活習慣・主観的健康観の
関連性

俊貴 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と

地域在住高齢者の外出自粛生活がフレイルに及ぼ
す影響

発達障害児の親に対して行った特定トリプル P
セミナーの効果

理美 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）

一芳 （福井県立大学看護福祉学部看護学科）

地域保健研究チーム）
郵送による通信型の健康支援プログラムが精神的
健康と社会的サポートに与える影響

母子健康手帳交付時のＤＶアンケート及び早期支
援の取組
P-5-74

P-6-23

地域在住高齢者のフレイルとその関連要因（生活
習慣、身体活動、運動機能）との関係

思春期の慢性疾患患者の疾病管理状況と首尾一貫
感覚（SOC）の関連
P-5-73

佳子 （東京都健康長寿医療センター研究所）

１

地域在住中高年者の孤独・孤立の実態と精神的健
康との関連

地域に暮らす認知症機能低下高齢者への訪問調査
2：栄養状態低下の要因

双胎児を持つ母親が感じている育児の大変さと
ニーズ
P-5-72

真里 （東京都健康長寿医療センター研究所）

山下

裕美 （福岡大学医学部包括支援看護分野）

枝広あや子 （東京都健康長寿医療センター研究所）

拓代 （公益社団法人母子保健推進会議）

真優 （岩沼市役所健康増進課）

P-6-22

地域に暮らす認知症機能低下高齢者への訪問調査
1：感染症流行下の口腔状態

純子 （洗足こども短期大学）

運動が苦手な ASD 児が必要とするサポートを得
られるスポーツ教室の構造
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P-6-4

新型コロナウイルス感染症の流行拡大による幼児
期の親子の食生活と健康状態の変化
P-5-71

通いの場に来る日は普段よりも歩く時間は長い
か？−JAGES 参加6市町の分析

応用的日常生活動作と精神健康状態の関連：三ヶ
日町アクティブエイジング研究

珠実 （吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科）

佐々木渓円 （実践女子大学生活科学部）

徳則 （名古屋女子大学総合科学研究所）

竹田

中村美詠子 （浜松医科大学健康社会医学講座）

子育て世代包括支援センターの全国展開の支援

祐衣 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）

生まれ月と小学生の運動の好き嫌い、スポーツ参
加の関連：連続横断研究

律子 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）

保育者養成校の学生および保育者を対象とした心
肺蘇生法の習得方法の検討

武男 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）

子育て環境診断・スキル向上サイト「もしプリ」
4：ランダム化比較試験の実施状況

P-6-3

慧介 （順天堂大学公衆衛生学講座）

大学生における妊孕性に関する認知度

信哉 （東京都市大学人間科学部）

子育て環境診断・スキル向上サイト「もしプリ」
3：自治体への導入
P-5-53

横溝

裕子 （長崎大学生命医科学域保健学系）

子育て環境診断・スキル向上サイト「もしプリ」
2：子育てスキルのコンテンツ
P-5-52

古屋

幸子 （金沢大学医薬保健学総合研究科）

子育て環境診断・スキル向上サイト「もしプリ」
1：子育て環境のアセスメント
P-5-51

大貫

P-6-21

緑 （宇都宮大学地域デザイン科学部）

要援護護高齢者の認知機能にポジティブ情動をも
たらすケア介入の検証

小児の睡眠と便秘との関連

P-5-68

コロナ禍における小学生の児童を持つ家庭の現状
と課題
P-5-50

P-5-66

斎藤美矢子 （山口大学大学院医学系研究科保健学専攻地域・

早坂

木村

両親のいびきと児童の不安との関連について

P-5-67

平野

久藤

郁代 （中部学院大学看護リハビリテーション学部看護

コロナ禍における大学生の精神的健康 QOL の構
造：高学年と低学年の比較
P-5-49

P-5-65

P-6-2

成美 （兵庫医科大学エコチル調査兵庫ユニットセン

晴信 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
女子大学生の減量行動の種類及びその実行に関連
する要因の検討

1歳6か月児を持つ母親の対人態度と子育て支援
サービスへの期待との関連
P-5-48

徳田

高齢者の QOL と介護予防
アクティブシニアのプレフレイル状態に関与する
因子の検討

晴子 （東京大学未来ビジョン研究センター）

ター）
6歳児における心理士による知能の評価と保護者
による行動特性の評価の関連

学科）
コロナ禍の大学生の心身の健康状態と生活状況の
関係

宮野

上村

子ども向け健保だよりの意味づけ-第1報

P-5-64

西山

梓 （横浜市立大学大学院医学研究科地域看護学分野）

養学専攻）
集団利用施設における衛生環境レベルアップにつ
なげるアクションリサーチ

老年看護学講座）
地域の健康課題発見・事業化検討に向けた1歳6
か月児健診後カンファレンス
P-5-47

有本

乳幼児を育てる壮年期地域住民における地域コ
ミットメント尺度の妥当性・信頼性の検証

妊娠中のオメガ3系脂肪酸摂取量と出産後の不適
切養育行動のリスク：エコチル調査

田中惣太郎 （横浜市役所北部児童相談所）

藤丸

特定妊婦の切れ目ない支援システムの構築につい
て〜デルファイ法調査を用いて〜
P-5-61

P-6-1

彌久保美樹 （田川市役所）

健太 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）

10代の妊娠に関連する社会経済要因の生態学的
研究
P-5-45

P-5-60

第6分科会

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事業の参加者・支援
者間との相互作用による効果

有佳 （山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）
インターネット依存に関する調査 Young20と
Young8の妥当性の検討

P-5-41

清水

慶子 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
パーソナリティと産後のメンタルヘルスとの関
連：三世代コホート調査

P-5-40

P-5-59

彩見 （新見公立大学健康科学部看護学科）
発達に課題をもつ幼児の療育機関利用状況

至郎 （あいち小児保健医療総合センター保健センター
保健室）
総合病院医療ソーシャルワーカーの児童虐待関連
業務に関する調査

高校生の精神的健康に対する教師サポートと学生
生活関連ストレス認知の関連
P-5-38

中川

嘉琦 （北海道大学大学院医学院公衆衛生学教室）
産前における夫婦関係と父親のボンディング障害
との関連

大学生の健康管理能力と心理的要因に関する検討
P-5-37

P-5-78

徳之島保健所管内における幼児肥満の現状と要因
についての一考察

真理 （川崎市立看護短期大学）
東日本大震災からの復興まちづくりに向けた高齢
者の通いの場への参加意欲

２２

２３

２４

EP
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P-6-42

金子

理恵 （株式会社くまもと健康支援研究所）

P-6-63

植木

通所型サービス C 終了者の特性と開始・終了時
の変化の比較
P-6-43

吉澤

裕世 （順天堂大学大学院医学研究科健康寿命学講座）

P-6-64

佐藤ひろ子 （東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科）

P-6-45

白木

光 （九州歯科大学地域健康開発歯学分野）
地域在住高齢者における認知症と食事多様性の関
連

P-6-46

北川

P-6-47

柳澤

森田

P-6-50

藤原

P-6-51

P-6-52

木村

藤田

美佳 （NPO 法人国際生命科学研究機構健康推進協力
センター）
高齢者における高たんぱく食品の摂取頻度と身体
機能の関連性について
幸司 （東京都健康長寿医療センター研究所）
大都市高齢者の外出頻度と居場所との関連

P-6-53

平井

宮前

中田

P-7-3

富山

P-7-4

筒井

松尾

P-7-5

P-7-6

藤井

彦

P-6-58

P-7-8

工藤

P-6-59

松本

P-7-9

神崎

P-6-60

江尻

P-7-10

石川

P-6-61

深谷

P-7-11

長尾

P-6-62

P-7-12
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真子 （鹿児島地域振興局保健福祉環境部（伊集院保健

青空 （滋賀医科大学大学院医学系研究科公衆衛生看護

辛

文宇 （滋賀医科大学大学院医学系研究科公衆衛生看護
学講座）
2018-2020年度介護報酬 情 報 を 用 い た relocation がない看取りの実態：第二報施設別編

P-7-13

臼井

P-7-26

六藤

相良

P-7-28

高瀬

P-7-14

森

繁子 （北海道科学大学大学院保健医療学研究科保健医
療学専攻）
デイサービスに勤務する看護職の自律性に関連す
る要因

P-7-15

三浦

中本

清水奈穂美 （滋賀医科大学医学部附属病院看護臨床教育セン
ター）
介護報酬情報を用いた訪問看護における在宅看取
りの実態推計：2018-2020年度の推移

P-8-4

P-7-31

P-7-32

斎藤

圭子 （東京都健康長寿医療センター研究所）

P-8-5

長谷部雅美 （聖学院大学心理福祉学部）

金城

P-8-6

渡辺

P-8-7

眞崎

帖地

節子 （福岡県大野城市福祉課）
高齢者虐待の要因に対する介護支援専門員の認識
と基礎資格との関係

P-7-37

堀

P-8-8

黒田

P-7-38

P-8-9

渡邉

P-7-39

木村

P-8-10

村山

P-8-11

P-8-12

陽 （東京都健康長寿医療センター研究所）

P-8-15

P-8-16

P-8-17

１４

横川

吉晴 （信州大学医学部）

１６

疋田愛里香 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

渡邉

谷出

村山

国立健康・栄養研究所）
BMI 階層別にみたフレイルの該当割合：中年者
と高齢者の比較

１７

大輝 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

１８

国立健康・栄養研究所）
中高齢者における指輪っかテストでスクリーニン
グされたサルコペニアに関連する要因

１９

敦子 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所）
指輪っかテストと基本チェックリストとの関連
性：中高齢者を対象とした調査

２０

洋史 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と

２１

岡林

２２

恵 （大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課）
２３

亀井美登里 （埼玉医科大学医学部社会医学）
地域住民の社会参加に関する調査
支援活動への参加意向

P-8-20

１５

安孫子尚子 （聖泉大学看護学部）

大阪府における働く世代からのフレイル予防の取
組みについて
P-8-19

１２

１３

地域保健研究チーム）
ナッジ・メッセージは高齢期の社会参加活動を促
進するか？
P-8-18

１１

健康増進看護学分野）
新型コロナウイルス感染症流行下における世代間
交流の実践事例

元気高齢者の人生の最終段階における意思決定と
ソーシャルキャピタルの関連
P-8-14

１０

森田久美子 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科地域

特定健診受診者の地域への愛着と健康度自己評価
との関連
P-8-13

９

彩 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と

単身男性中高年者における経済状況と思考抑制傾
向が精神的健康に及ぼす影響

光佑 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護
先進科学専攻地域保健看護学分野）
看護師が関わる在宅療養高齢者とその家族に対す
る ACP の実践に関する文献レビュー

７

藍 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

地域保健研究チーム）
高齢期における就労と主観的健康感の縦断的関
連：システマティックレビュー

小林美奈子 （平成医療医療短期大学看護学科）
地域密着型サービスにおける在宅看取りに関する
研究動向

５

８

直子 （聖マリア学院大学看護学部）

住民主体の食支援活動がもたらした住民ボラン
ティア及び医療・福祉専門職への効果

紀子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
後期高齢者の健康診査で使われる質問票によるフ
レイルの評価：SONIC 研究

４

６

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

インスリン療法を行う在宅要介護者における属性
別の介護保険サービス利用の実態
P-7-36

希 （県立広島大学経営情報学部）

３

生活保護担当課保健師の個別支援における関係職
種との連携の特徴

文 （鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野）

忍 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）

恵介 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

田村須賀子 （富山大学学術研究部医学系地域看護学講座）

地域在住高齢者に終末期医療の意向を確認する内
容の検討
P-7-35

２

病児保育施設へのアクセシビリティに関する地域
格差の定量的評価

山崎さやか （健康科学大学看護学部看護学科）
身寄りがない高齢者の実態と関連要因

P-7-34

池内

五鈴 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と

民 （国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部）
認知症者の社会参加と死亡リスク：もの忘れ外来
患者コホート（NCGG-STORIES）

雅美 （熊本学園大学水俣学研究センター）

東京郊外の大規模団地住民における居住形態と孤
食との断面的関連：2021年3月調査結果

単身中高年者における福祉・介護制度の利用に対
する抵抗感とその関連要因の検討
P-7-33

桑原

麻以 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と

地域保健研究チーム）
高年齢介護助手の情緒的消耗感の関連要因：介護
老人保健施設の全国調査（第5報）

茜 （高槻市健康福祉部長寿介護課）
自立支援を促す個別ケース検討会議の成果につい
て

P-7-18

P-7-30

田尻

健康・医療・福祉相談から見える水俣病被害の実
態と施策の課題-被害者が求めるもの

高年齢介護助手の業務内容とメリットとの関連：
介護老人保健施設の全国調査（第4報）

山口のり子 （田川市立病院医療支援センター）
施設看取りを推進するために求められる医療と介
護の連携〜インタビュー調査を通して〜

P-7-17

杉浦

田渕紗也香 （滋賀医科大学公衆衛生看護学講座）
特別養護老人ホームにおける看取りの実態推計：
2018-2020年の3か年推移

P-7-16

P-7-29

P-8-3

友哉 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と

地域保健研究チーム）
高年齢介護助手の雇用と介護職員の情緒的消耗：
介護老人保健施設の全国調査（第3報）

徹 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学）

社会 参 加 と 健 康 寿 命 と の 関 連：大 崎 コ ホ ー ト
2006研究

陽子 （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）
高年齢介護助手導入への施設の態度や考え方：介
護老人保健施設の全国調査（第2報）

１

松山紗奈江 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）

里香 （行橋市役所）

地域保健研究チーム）
高年齢介護助手の全国での導入実態：介護老人保
健施設の全国調査（第1報）
P-7-27

P-8-2

貴士 （岡山県備中県民局保健福祉部）

地域住民の主体性と終末期までの在宅療養意思決
定に関する認識との関連

裕太 （九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学専
攻）
TKA 術後患者の急性期リハビリ単位数の違いと
健康寿命の関連性：LIFE Study

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）
高齢者の ICT 利用と社会的相互作用の関係：国
際調査による定量的比較

匠世 （広島都市学園大学健康科学部看護学科）

学講座）
2018-2020年度介護報酬 情 報 を 用 い た relocation がない看取りの実態：第一報基本統計編

太郎 （東京都健康長寿医療センター研究所）
独居高齢者の対面・非対面接触が孤立感に与える
影響の予備的分析

恵子 （帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科）

所）健康企画課）
コロナ禍における鹿児島保健医療圏域の入退院支
援の現状と課題

愛美 （東京都健康長寿医療センター研究所）
独居高齢者における社会的孤立の修正可能な関連
要因の特徴：お達者健診研究

廣木

聖美 （金城大学看護学部看護学科）

緊急入院高齢患者の入退院支援における家族支援
に関する研究

大典 （公益財団法人星総合病院）
通いの場参加高齢者の3か月後の活動の目標に関
する自己評価と要介護リスクとの関連

P-7-25

地域社会と健康
北海道沼田町のトマト・温泉水とユビキノールを
活用した地域住民への健康づくり活動

陽子 （滋賀医科大学公衆衛生看護学講座）

在宅療養者を介護する家族が抱える介護負担感の
要因の文献的検討

研究論文における住宅見取り図の活用に関する文
献検討

山崎貞一郎 （秋田大学大学院医学系研究科衛生学・公衆衛生
学講座）
出産回数と認知機能との関連に関する横断研究：
大迫研究

本郷

男性介護者世帯に対する防災対策支援の実態調査
（第一報）

古田加代子 （愛知県立大学看護学部）
転居高齢者の転入時と1年6か月後の要介護認定
の変化とその要因

P-7-24

木下

陽子 （東京都立大学都市環境学部都市政策科学科）

2018-2020年度介護報酬情報を用いた老人保
健施設における看取りの実態推計

俊吾 （島根県健康福祉部医療政策課）
島根県の高齢者に対する在宅ケアの提供場所に関
する分析

P-7-7

三富

孝子 （兵庫県立大学大学院社会科学研究科）

レビー小体型認知症サポートネットワーク兵庫の
コロナ禍におけるオンライン交流会

自動車学校と連携した MCI 高齢者に対する社会
的処方の取り組みについて（第1報）
P-6-57

杉原

在宅要介護高齢者の医療的ケアを行う家族介護者
の負担感と利得感、サポートの調節効果
P-7-23

P-8-1

祐紀 （東海大学健康科学部社会福祉学科）
高齢者施設に勤務する多職種が行う介護場面にお
ける情報収集の特性と視線行動

九津見雅美 （大阪府立大学大学院看護学研究科）

領樹 （株式会社健康科学研究所）

洋 （株式会社くまもと健康支援研究所）

綾乃 （わかくさ竜間リハビリテーション病院）
高齢期住民の終末期における医療の希望伝達の状
況
介護キャリア段位制度におけるアセッサー（評価
者）の活動と OJT の実際

日直制を導入し自主グループ活動化に成功した介
護予防教室における体力変化
P-6-56

渡邊

佳子 （国際医療福祉大学保健医療学部看護学科）
認知症で要介護1の訪問看護の導入理由〜3年間
の在宅療養者調査開始時データより〜

史子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域在住の認知症の本人と高齢者と協働して行う
勉強会「認知症ゼミナール」の実践

P-6-55

落合

寛 （山梨大学大学院総合研究部生命環境学域）
武豊町憩いのサロン参加回数と医療・介護費
-JAGES 武豊プロジェクト

P-6-54

P-7-2

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）
就業は、フレイル高齢者の介護予防に有効か？−
性・フレイル有無別の検討

認知症の家族介護者における虐待近接行為の関連
要因アクションリサーチによる取り組み

P-7-22

第8分科会

佐藤美由紀 （佐久大学看護学部）

薬局におけるオンライン服薬指導に関する調査

泰裕 （埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科）
地域在住高齢者における総死亡と2年間の基本
チェックリストの悪化との関連

P-7-20

高齢者の医療と福祉

尾関佳代子 （浜松医科大学健康社会医学講座）

杏衣 （大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課）
大阪市における介護予防ポイント事業への継続参
加者と未登録者との比較検討について

P-6-49

P-7-1

新井明日奈 （北海道大学大学院医学研究院衛生学教室）
在宅の認知症高齢者に高頻度にみられる行動・心
理症状とその関連因子

P-6-48

第7分科会

桂嗣 （佐久大学看護学部）
認知症の家族介護者における精神健康状態の関連
要因アクションリサーチによる取り組み

P-7-21

温子 （大阪市西成区役所）
大阪市西成区における男性限定のいきいき百歳体
操参加者の継続参加要因について

川口

元気高齢者の食事調達等食生活と食品多様性の実
態及びコロナ禍の食生活の変化について

山口佳小里 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
都市部の敬老会 会 員 の 生 活 機 能 と 社 会 参 加：
WHO-DAS2.0を用いた横断的分析

P-7-19

中山間地域高齢者の生活機能と生活体力の推移か
らみた若返りの実態について

高齢者における居住地周辺の環境とフレイル及び
地域活動との関係
P-6-44

章三 （大阪体育大学教育学部）

小泉

第1報

地域

地域住民の社会参加に関する調査 第2報
経験による地域支援活動への参加意向

生活

２４

沙織 （埼玉医科大学医学部社会医学）
EP
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P-8-21

太田

晶子 （埼玉医科大学医学部社会医学）
地域住民の社会参加に関する調査
活動セミナーへの参加意向

P-8-22

仁科

城

支援

第4報

コロ

基子 （埼玉医科大学医学部社会医学）
地域住民の社会参加に関する調査
ナ禍の生活と地域支援

P-8-23

P-9-4

第3報

江藤亜紀子 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
災害時健康セルフマネジメントへのモバイルヘル
スデータ利用に関する研究の文献調査

P-9-6

鈴木

住民リーダーとともに取り組む住民の健康づくり
に向けた保健師の支援内容
P-8-24

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）
新型コロナウイルス感染拡大下における住民主体
のグループ活動の実態とその関連要因

P-8-25

P-8-26

P-8-27

谷口

西田

谷山

山下

P-9-9

常名

P-9-10

北川

西田

新型コロナウイルス感染症流行禍の住民の健康状
態と受診行動について
P-8-33

藤岡

P-9-12

深川

P-8-34

岩本

P-9-13

炭谷

P-8-35

鬼塚

P-9-14

江本

第10分科会
P-10-1

関口

P-10-2

村上

岡本

P-10-3

西谷

浩明 （九州大学共創学部）
裕樹 （国立がん研究センターがん対策情報センターが
ん情報提供部）
「がん情報ギフト」の活用効果と寄贈年数・図書
館規模との関連

P-8-37

P-10-4

川内

P-10-5

丹治

中尾

P-10-7

青石

難病法施行前後のベーチェット病医療受給者疫学
像の変化

哲也 （藤田医科大学医療科学部医療経営情報学科）

P-10-8

竹村

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
2020年度の実施法変更と検診結果

第11分科会
P-11-1

加藤

口腔保健
ブラッシング時の S-PRG フィラー配合歯磨剤か
らの無機イオン溶出速度の検討

P-11-2

三浦

柴田

P-11-3

荻野

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（第2報）
P-11-4

谷

３

野）
腎機能と自己申告による現在歯数との関連（魚沼
コホート調査より）

４

P-11-22

丸山

駿 （特定非営利活動法人 ASrid）
新型コロナウイルス感染症第一波・第二波におけ
る難病患者・家族の受療行動への影響

精神保健福祉

P-11-5

真田依功子 （梅花女子大学看護保健学研究科口腔保健学専攻）
歯科衛生士のインプラントメインテナンスの実施
状況に関する調査

P-11-6

飯田

P-11-7

吉森

千葉県内の市町村が実施する2歳児の歯科保健事
業の実施状況について
P-11-8

綾子 （秋田県由利地域振興局福祉環境部（秋田県由利

P-11-9

杉浦

澤田

港区『お口の健診』の継続受診者の行動の変化に
ついて
P-11-11

演題取り下げ

P-11-12

小原

裕之 （宮崎県立看護大学）

P-11-13

岩崎

恵子 （熊本大学大学院生命科学研究部）

真澄 （町田市保健所）

福田

P-11-14

田所

由紀 （東京都健康長寿医療センター研究所）

正則 （東京都健康長寿医療センター研究所）

大典 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
コロナ禍における歯磨き及び集団フッ化物洗口等
の実施状況報告

P-11-15

P-11-26

福田

御子柴正光 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）

永盛

友樹 （ライオン株式会社）
風邪の引きやすさと口腔状態の関係

P-11-17

平光

第12分科会
P-12-1

大脇

P-11-18

松井

感染症

P-12-2

蕪木

康郎 （さいたま市健康科学研究センター）
簡易抽出試薬を用いたインフルエンザウイルスの
リアルタイム PCR 法の検討

P-12-4

内田

満夫 （群馬大学医学部公衆衛生学教室）
群馬県における COVID-19に対する検査陽性率
の推移に関する考察

P-12-5

大輔 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医

９

１０

１１

１２

川口谷充代 （札幌医科大学医学部衛生学講座）
2011〜2019年に分離された無莢膜型肺炎球
菌の薬剤感受性と分布率に関する疫学調査

P-12-3

８

五鈴 （福岡市中央区保健福祉センター保健所）
小児科医院において大規模な結核接触者健診を
行った事例

佐藤

陽香 （福島県県北保健福祉事務）

１３

１４

１５

１６

結核集団感染が発生した A 精神科病院における
感染要因と定期健診実施状況の調査研究
P-12-6

野口

P-12-7

小澤

裕子 （高知県中央西福祉保健所）

亨司 （小澤歯科医院）

１７

１８

マスクの除塵性能について（第2報）
P-12-8

小田

P-12-9

谷畑

太史 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講

１９

座）
高齢者肺炎球菌ワクチン接種と疾病罹患・総医療
費の関連性：LIFE Study

２０

健生 （神戸市保健所医務薬務課）
性感染症定点の在り方

P-12-10

健康長寿企画課）
京都市における Chlamydia trachomatis 感染
症検査受検者の動向（2013~2019年度）
P-12-11

鹿嶋小緒里 （広島大学大学院先進理工系科学研究科環境保健
科学研究室）
過去の結核蔓延度は COVID-19の発症率・死亡
率と逆相関している

P-12-12

２１

阿部俊太郎 （京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室

良充 （名古屋市衛生研究所）
乳幼児健診データに機械学習を適用した幼児う蝕
罹患リスク予測

７

雅臣 （日本歯科大学生命歯学部衛生学講座）
公益社団法人東京都歯科医師会主催の都民向け
フォーラム視聴者の動向

A 自治体の医療・介護レセプトを用いた介護老人
福祉施設入居者の歯科受診の実態
P-11-16

英輝 （国立保健医療科学院）
全国自治体における歯周疾患検診の実施状況およ
びそれらと関連する要因

COVID-19流行下の定期的歯科受診の中断が高
校生の口腔の健康に与える影響

仁美 （秋田県精神保健福祉センター）
秋田県精神保健福祉センターにおける依存症支援
体制整備事業の取組

P-11-25

結核患者の接触者健康診断を広域で調整した事例
について
地域在住高齢者における「かかりつけ歯科医」の
有無とフレイルとの関連についての検討

史也 （日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科成人

麻樹 （東京都健康長寿医療センター研究所）

６

認知症重症度に注目したアルツハイマー型認知症
高齢者の口腔衛生管理課題に関する検討

祐里 （港区みなと保健所）

梨花 （医療法人社団成仁病院）

健三 （東京家政大学）

白部

一三 （日本赤十字豊田看護大学看護学部）
ベイズ更新を用いた口腔機能検査値から食事を摂
ることに満足する確率の算定方法の作成

P-11-10

P-11-24

５

響 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康
推進歯学分野）
高齢者の現在歯数や義歯の使用と対面で人に会う
頻度の関連

石根 （岐阜県歯科医師会）
自立高齢者における口腔機能低下症有病率

森田

湯川

和宏 （千葉県衛生研究所健康疫学研究室）

遥 （福島県立医科大学医学部）
医療系大学生におけるスマートフォン依存と利用
目的及び生活習慣との関係

P-11-23

恭子 （名古屋市千種保健センター）
昭和・平成・令和につながる名古屋市の3歳児、
1歳6か月児のう蝕推移

直美 （梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
歯科衛生士学生の地域歯科保健実習における到達
度の自己評価

直道 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
歯科健診における歯周病判定と糖尿病発生の関連
性：LIFE Study

２

英理 （茨城県歯科医師会地域保健委員会）

皆川久美子 （新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分

大助 （名寄市立大学保健福祉学部）

療疫学）
口腔機能低下症の検査項目と筋力に関する検討
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P-11-21

宏子 （北海道医療大学歯学部保健衛生学分野）
歯科疾患実態調査のシミュレーション分析による
う蝕診査の一致性に関する検討

１

事業所における口腔機能健康測定活用の検討

一夫 （愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）

英信 （富山福祉短期大学看護学科）

町田市保健所における措置入院者への支援の現状
と課題
P-10-9

北見

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）
地域住民における相談窓口等の認知状況と心理的
苦痛の高い傾向との関連

精神科における長期入院患者の地域移行支援の現
状：2015年と2020年の比較（第二報）

スモン患者検診データベースに基づく検討第1報
2020年度の実施法変更と受診状況
P-9-3

松永

精神科における長期入院患者の地域移行支援の現
状：2015年と2020年の比較（第一報）

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

亀井

美空 （千葉県がんセンター）

看護学）
COVID-19パンデミック禍における看護学生の
心理的ストレスに対する影響要因
P-10-6

P-9-2

大介 （梅花女子大学看護保健学部看護学科）

保健所職員による措置入院者への退院後支援の実
態調査

山内加奈子 （福山市立大学教育学部）

黒沢美智子 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）

愛 （佐賀県唐津保健所）

行政保健師が行う精神障害者に対する就労支援の
内容

SOC（Sense of Coherence）と総死亡リスク
に関するコホート研究：大洲コホート2

P-9-1

陽子 （東都大学ヒューマンケア学部看護学科）

本荘保健所））
当保健所の自殺対策の取組について〜心豊かに
「生ききる」由利の郷づくり事業〜

所得変化と帯状疱疹発症の関連性：LIFE Study
P-8-36

P-10-13

P-11-20

弥生 （長野保健医療大学）

A 県の短期入所事業所における新型コロナウイル
ス感染拡大に伴う受け入れ状況と課題

里織 （神戸市看護大学）
新型コロナウイルス感染症流行禍の住民の心の健
康について

地域住民に対する自殺対策事業の啓発・周知活動
と効果

梓 （新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学
講座予防歯科学分野）
2型糖尿病患者における歯周病炎症面積と脳伷塞
発症リスクとの関連

佐々木久長 （秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻）

看護学生のヘルプマークに対する認識と援助規範
意識の関係

神奈 （神戸市看護大学健康生活看護学領域公衆衛生看
護学分野）
新型コロナウイルス感染症流行禍の住民の人との
交流の実態について

P-10-12

膠原病患者の新型コロナウイルス感染症流行によ
る生活への影響〜患者会調査の分析〜

正 （神戸市看護大学看護学部）

水川真理子 （神戸市看護大学）

海外におけるコロナ禍の自殺への影響

難病患者・小児慢性特定疾病児童にかかる県保健
所と市町との災害時支援の連携について
P-9-11

田中

雅 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）

木津喜

在宅看護論実習における地区踏査からの学生の学
び

新型コロナウイルス感染症への恐怖と感染予防行
動について
P-8-32

P-10-11

智江 （福岡大学大学院医学研究科看護学専攻）

余暇・スポーツ活動についての障害者手帳所持者
の実態と課題

牧 （国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）
諸外国における「福祉から就労」
：健康上の課題
を持つ人々への支援

P-8-31

北村

恵 （竹中工務店）
高齢者のうつと子どもや若い人との交流頻度の関
連：JAGES2019横断研究

P-8-30

P-9-8

P-11-19

入院中の統合失調症患者の社会的認知と生活の質
との関連

高次脳機能障害を有する患者家族が抱える介護の
困難さと在宅支援に関する文献検討

璃華 （大阪市立大学大学院生活科学研究科）
組織やグループに属して行う社会的活動への参加
と認知症発症に関する文献レビュー

P-8-29

松尾

作山美智子 （東北文化学園大学医療福祉学部看護学科）
A 県の地域包括支援センターにおける多職種連携
の促進因子

P-8-28

P-9-7

神田かなえ （香川大学医学部公衆衛生学）
地域の自殺予防に向けた人材育成に関する取り組
み

修司郎 （医療法人社団薫風会）

翠

仁一 （神奈川県相模原市保健所）
日本公衆衛生学会モニタリング委員会【障害・難
病グループ】令和2/ 3年度活動報告

野中久美子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
「プロボノ」を入り口に現役勤労者を地域活動へ
誘導する可能性の検討

P-10-10

ゼロベースの災害健康危機管理のための、地域モ
デル作成に向けたＳＮＳ等の活用検討
P-9-5

諒子 （富山大学学術研究部医学系地域看護学）

とも子 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）

橘

今井

明子 （公益財団法人結核予防会結核研究所）
日本の行政機関による外国出生者を対象とした潜
在性結核感染症に関する情報提供の現状

２２

２３

２４

EP
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P-12-13

筒井

理華 （青森県健康福祉部保健衛生課）

P-13-7

由井

病原体等検査における検査プロセスの改善に向け
た自主管理体制の検討
P-12-14

井上

由紀 （埼玉県立大学保健センター）

コロナ禍を経験した社会における再生医療・異種
移植をめぐる公衆衛生上の問題
P-13-8

井上

清美 （姫路獨協大学看護学部）

熊本地震被災者の仮設住宅退去後の生活状況と精
神的健康との関連：コロナ禍の復興
P-13-9

奥田

大学のリソースを活用した新型コロナワクチン集
団接種の取り組み
P-12-16

曽我

一將 （大田区保健所）

雨宮

新型コロナウイルス感染症流行下における大田区
内の結核発生状況について
P-12-17

糟谷

早織 （結核予防会結核研究所入国前結核スクリーニン
グ精度管理センター）
入国前結核スクリーニングにおける課題~外国出
生小児潜在性結核感染症患者の現状~

P-12-18

永田

P-12-19

佐野

P-12-21

坂本

P-12-23

P-12-24

田中

門脇

睦美 （世田谷保健所感染症対策課）
新型コロナウイルス感染症の家庭内二次感染発生
に関する考察

P-12-26

高木

二郎 （山陽学園大学大学院看護学研究科公衆衛生学）
新型コロナウイルス感染症発生前後の職域の social capital と work engagement の変化

P-12-27

近藤

第13分科会 健康危機管理
黒田

町田

池田

梨絵 （清泉女学院大学看護学部）

宗仁 （金沢大学医学系国際保健学）

和功 （和歌山県橋本保健所）
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-13-4

日比野直子 （三重県立看護大学）
壮年期の看護職の災害ボランティア活動から考え
る自身の高齢期に備える防災・減災力

P-13-5

宇田

P-13-6

伊藤

-看護文献検

常久 （東北生活文化大学家政学部家政学科）
現職保育士における心肺蘇生法に関する意識調査
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P-14-4

神崎

P-14-5

竹内

木田

麻里 （滋賀県南部健康福祉事務所（草津保健所））
災害時の保健医療調整地方本部と DMAT 活動拠
点本部の一体的協働体制整備に向けて

P-13-15

吉松

芙美 （国立感染症研究所感染症危機管理研究センター）
国立感染症研究所エマージェンシーオペレーショ
ンセンターの運用

P-13-16

伊藤

中山

P-13-18

谷本

貴之 （駒沢女子大学人間総合学群住空間デザイン学類）
医師数と診療時間からみた外来キャパシティに関
する分析

P-14-7

新井

一通 （筑波大学大学院人間総合科学研究院人間総合科
学研究群公衆衛生学学位プログラム）
民間介護保険の需要決定要因

P-14-8

冨田

清行 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科博士
課程医歯学専攻環境社会医歯学講座政策科学）
小児かかりつけ診療料導入による小児医療への影
響と地域差に関する研究

慎也 （北里大学看護学部）
東京電力福島第一原子力発電所事故から7年後の
大学生の将来母親になることへの意識

P-13-17

三宅

千尋 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
原発事故後の福島県の放射線による健康影響不安
と情報源・メディアの関連
敬 （寝屋川市保健所）

P-14-9

荒神

P-13-19

曽根

志穂 （金城大学看護学部看護学科）

P-13-20

相馬

幸恵 （新潟県三条地域振興局健康福祉環境部）

裕之 （山梨大学医学部附属病院医療の質・安全管理部）
患者本人が通院・入院で認識するエラーやトラブ
ルの頻度や内容に関する疫学的調査

P-14-10

演題取り下げ

P-14-11

長谷川久之 （東京医科歯科大学大学院環境社会医歯学講座政
策科学分野 ）
Covid19による2020年の医療崩壊の状況を労
働災害データより考察する

新型コロナウイルス感染症の流行期に実施した、
高齢者施設定期ＰＣＲ検査の意義
地域住民が考える高齢者の災害時支援について
避難所支援従事者による情報把握と効果的支援の
ための避難所日報の検討
P-13-21

森伴

勝田

泉 （花王株式会社スキンケア研究所）

P-15-2

山上

幸恵 （筑波大学システム情報系社会工学域）

P-13-24

村山留美子 （神戸大学人間発達環境学研究科）
COVID-19ワクチン接種意思とワクチン接種お
よび COVID-19に対するリスク認知との関連

P-13-25

花井

詠子 （兵庫県立大学看護学部地域看護学領域）
COVID-19感染症流行下における四国巡礼者の
特徴と自然災害・健康危機に向けての対応

P-13-26

山崎

修平 （品川区保健所）
屋形船における COVID-19感染拡大検証と保健
所の役割−国内初クラスター事例を振返る−

P-13-27

鈴木

史明 （医療法人定生会谷口病院産婦人科）
新型コロナウイルス禍における妊婦の感情気分の
実態調査

祐子 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻）

光洋 （弘前大学大学院医学研究科社会医学講座）

村松

P-15-3

吉岡

北海道子ども子育て支援課）
公衆衛生医師の確保と育成に関する実践活動報
告：ICT 広報媒体の活用
P-15-13

田中

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3報）
P-15-4

塩見

美抄 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
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4報）

P-15-5

日高

友郎 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
コロナ禍における社会医学実習「家庭健康管理
テュートリアル」オンライン化の教育影響

P-15-6

P-15-7

高見

A 県市町村保健師の地域組織活動への意識と支援
状況の関連
P-15-15

P-15-8

戸渡

P-15-9

P-15-16

中臣

昌広 （一般財団法人日本環境衛生センター）

８

コロナ禍でのオンライン・ワークショップによる
保健所環境衛生監視員講座の評価
P-15-17

牛山

明 （国立保健医療科学院）

９

国立保健医療科学院における対面とオンラインの
混合による新たな研修形態の試み
P-15-18

１０

宇野千賀子 （滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課）
滋賀県における保健師現任教育の取り組みの成果
と課題

守山

正樹 （日本赤十字九州国際看護大学）

P-15-20

植森

瑞妃 （大阪市立大学大学院生活科学研究科食・健康科
学講座）
都道府県・保健所設置市・特別区の行政栄養士が
目指す方向性とスキルアップしたい内容

P-15-21

篠原

P-15-19

１１

公衆衛生学を手で考え学ぶ試み

１２

１３

彩 （大分県立看護科学大学）
看護学生による予防的家庭訪問実習（第8報）
：
コロナ禍での訪問実習と学生の学び

三浦

１４

佳奈 （福島学院大学短期大学部食物栄養学科）
管理栄養士を志す学生に対する「環境微生物検査」
の実施とその教育効果に関する研究

P-15-23

綾部

１５

明江 （茨城県立医療大学保健医療学部看護学科）
保健師学生の卒業時における健康相談技術の習得
状況

１６

１７

第16分科会
P-16-1

町井

保健所・衛生行政・地域保健
涼子 （国立がん研究センター）
県主導によるがん検診の精検受診率向上策の検討

P-16-2

P-16-3

鳩野

島田

洋子 （九州大学医学研究院保健学部門）

P-16-4

谷口

１９

美喜 （社会福祉法人至誠学舎立川児童事業本部児童福

２０

佐藤

貴子 （大分県南部保健所）
コロナ禍における地域保健事業推進方策の検討

P-16-7

２２

三上由美子 （防衛医科大学校医学教育部看護学科母性看護学
講座）
女性健康支援センターにおける女性の健康相談お
よび健康啓発活動の状況について

P-16-6

２１

栄作 （島根県健康福祉部）
島根県における公衆衛生行政医師確保対策の現状
と今後の方向

P-16-5

１８

新型コロナウィルス感染拡大時の市町村保健セン
ター事業の実施状況
祉研究所）
新型コロナウィルス感染拡大時の保健センター事
業への参加状況等の変化

田島真智子 （岐阜聖徳学園大学看護学部）
地域包括支援センターの看護職の責務（第1報）〜
在宅看護実習の指導者を対象にして〜

７

COVID-19禍から生まれた新しい在宅看護論実
習

洋子 （熊本保健科学大学保健科学部看護学科）
COVID-19に伴う臨地実習制限が保健師選択学
生の技術目標到達度に与えた影響について

６

原田ひとみ （藍野大学短期大学部第一看護学科）

栄喜 （関西看護医療大学看護学部専門基礎分野）
COVID-19流行前後での地方看護学生の初年次
要因の検討

５

中島富志子 （日本保健医療大学保健医療学部看護学科）

山本かよ子 （藍野大学短期大学部第一看護学科）
看護基礎教育における COVID-19を取り入れた
学内実習からのアクションリサーチ

４

保健師資格取得を目指す編入学生の入学動機に影
響した体験と気づき
P-15-14

３

富子 （吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科）

佳樹 （香川県健康福祉総務課）
京子 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）

２

司 （北海道倶知安保健所（兼）北海道岩内保健所（兼）

公衆衛生医師確保のための香川県の取り組み

一般生活者における効果的な手指衛生を目指した
手指消毒実態の把握

佐野

P-15-12

公衆衛生従事者育成
Covid-19感染症拡大下における公衆衛生看護学
実習の対応

佐々木亮平 （岩手医科大学教養教育センター人間科学科体育
学分野）
大規模災害時における在宅等避難者（災害時要配
慮者）の情報把握・支援方法の検討

P-13-22

P-15-1

１

東京帝大柳島セツルメントの活動――社会医学の源
流をたどる

P-15-22

第15分科会

小島

浩視 （国立大学法人浜松医科大学医学部地域医療支援
学講座）
病院の病床機能や施設認定と発症後早期の脳伷塞
入院患者の動向との関連

P-14-6

P-15-11

寛志 （九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学専
攻）
入院時支援加算取得による在院日数短縮への効
果：LIFE Study

由美 （日本赤十字豊田看護大学）
地域包括支援センターの看護職の責務（第2報）
〜在宅看護実習記録を対象にして〜

究 （島根大学医学部環境保健医学講座）
地域医療情報連携ネットワークのアクティビティ
を向上する

優子 （新潟医療福祉大学看護学部看護学科）
大雪が地域包括ケアに及ぼす影響
討-

名越

風疹に関する SNS 書き込み推移の解析

棒グラフとピクトグラムの違いによるデータの信
頼性とリスク認知の差について
P-13-3

P-13-14

P-13-23

山梨県東部の地区防災計画における避難所での感
染症対策立案に向けた課題
P-13-2

千敬 （広島都市学園大学健康科学部リハビリテーショ
ン学科）
市中における手指衛生の実態調査

徹 （長崎県五島保健所）
保健所における HTLV-1検査・相談体制の現状
と課題

P-13-1

高島

真弓 （横浜市緑福祉保健センター）
多剤耐性結核に至った技能実習生事例の報告と地
域 DOTS における保健所保健師の役割

P-12-25

P-13-13

高橋裕里子 （帝京平成大学健康医療スポーツ学部看護学科）
日本公衆衛生学会誌でみる高齢者の感染症に関す
る近年の研究動向

オンライン診療を医師会員はどのように考えてい
るか 大阪府医師会会員意見調査から
P-14-3

深谷

伸一 （一般社団法人大阪府医師会調査委員会）

災害時における保健師間の連携と応援人材の確保
4―保健所設置市及び関係団体への調査

博文 （川口市国民健康保険課）
予防接種の有効性・安全性の効果測定に関する
データ収集等事業について

岩本

礼子 （東京情報大学看護学部）

宮崎美砂子 （千葉大学大学院）

勅使川原洋子（群馬医療福祉大学看護学部）
群馬県精神障害者通所施設における新型コロナ感
染予防対策の現状と課題

P-12-22

P-13-12

絢子 （品川区役所品川区保健所）
ハイリスク集団への感染拡大防止策の展開ー土木
作業員寮での結核集団発生を経験してー

広島県がん登録情報から見えたがん対策とがん医
療の現状と課題
P-14-2

P-15-10

礼子 （広島大学医系科学研究科健康情報学）

災害時における保健師間の連携と応援人材の確保
3-市町村及び関係団体への調査

増本由紀子 （広島大学大学院医系科学研究科健康情報学研究
室）
季節性インフルエンザに対する高校生の予防行動
の調査研究

P-12-20

時田

容子 （結核研究所対策支援部保健看護学科）
外国人結核患者を対象とした外来での DOTS 会
議の取り組み〜成果と課題〜

梅本

有子 （千葉県立保健医療大学）
災害時における保健師間の連携と応援人材の確保
2−県型保健所及び関係団体への調査

P-13-11

P-14-1

医療制度・医療政策

博子 （国立保健医療科学院）
災害時における保健師間の連携と応援人材の確保
1―都道府県本庁及び関係団体への調査

P-13-10

第14分科会

大河内彩子 （熊本大学大学院生命科学研究部健康科学講座）

コロナ禍における保健医療福祉系大学の B 型肝
炎予防対策〜個別接種による感染管理〜
P-12-15

秀樹 （山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）

中山

２３

２４

文子 （川口市保健所）
高齢者施設等職員に対する感染症予防研修会のオ
ンデマンド実施結果

EP

329

P-16-8

美香 （公立大学法人青森県立保健大学）

笠原

P-17-12

酒井

P-16-9

千明 （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）

植原

保健師活動指針に基づく保健活動の展開に関する
調査1：自治体種別・人口規模との関連
P-16-10

保健師活動指針に基づく保健活動の展開に関する
調査2：本庁役割遂行に関する課題
P-16-11

竹田

P-16-14

吉井

公彦 （吹田市健康医療部保健医療室）

萬徳

P-17-15

草間

P-17-16

渡邉

P-17-17

上地

P-17-18

尾崎

食事の濃さと食習慣・生活習慣の関連

三浦

P-17-20

小島

真司 （淑徳大学看護栄養学部栄養学科）

千葉

P-17-22

南里妃名子 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所）
高齢者における日常的なコーヒーの摂取頻度と睡
眠障害との関連：Kyoto-Kameoka Study

幼児の給食における栄養・食品摂取について

P-17-23

阿部

惠理 （大妻女子大学大学院人間文化研究科）

P-17-4

福井

涼太 （兵庫県立大学環境人間学部食環境栄養課程）

妊娠中体重増加量と食習慣および食意識の関連

座公衆栄養学）
幼児を対象とした食事摂取状況の検討ー平日と休
日における栄養素等摂取量の比較
P-17-24

西中川まき （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）
朝食摂取状況別にみた野菜摂取量350g/日以上
の関連要因−世代別の検討−

大学生の野菜摂取量と経済状況、食習慣、野菜料
理選択、食意識との関連
P-17-5

丸山

智美 （金城学院大学生活環境学部）

P-17-25

龍田

奥田

昌之 （山口大学大学院創成科学研究科）

P-17-26

P-17-7

P-17-8

鈴木

濱田

有香 （医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研
究所栄養・代謝研究部）
身体活動量の高い者における習慣的なカルシウム
摂取量に関する文献レビュー

P-17-9

星

学教室）
緑茶とうつとの関連：観察研究のシステマティッ
クレビューとメタアナリシス
P-17-27

横山

辻

P-17-28

清水

P-17-29

和田

身体活動量の高い者における習慣的な亜鉛摂取量
に関する文献レビュー
P-17-11

境田

東山

P-17-31

福村

P-18-3

柴田

福万

第20分科会

孝文 （島根大学地域包括ケア教育研究センター）

P-18-4

篠田

富永

１

綾 （和歌山県立医科大学衛生学）

真志 （兵庫県立大学看護学部運動科学研究室）

邦彦 （新潟大学医学部国際保健学教室）

P-18-5

水野かゞみ （中部学院大学スポーツ健康科学部）

P-20-2

西村

大澤

P-20-3

吹田

P-18-7

霜触

P-20-4

柳沼

P-20-5

妻田

栗岡

P-19-1

食品衛生・薬事衛生

P-20-8

西山こいと （東邦大学医療センター大森病院）

P-19-3

P-20-9

和田

高畑

P-20-10

茶谷

熊谷

能久 （大阪成蹊大学フードシステム研究室）

優子 （和洋女子大学家政学部健康栄養学科）

P-20-11

川又

窪田

邦宏 （国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第二室）
カンピロバクター、サルモネラ、腸炎ビブリオの
食中毒被害実態の推定（2006〜2019年）

P-19-6

小祝

P-19-7

福留

P-20-12

西尾

P-20-13

染谷

加藤

P-20-14

矢下

食品としてのジビエ消費振興の阻害要因について
の研究
P-19-9

田部

P-19-10

土江

入江

晴香 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）

藤井

P-19-13

野尻

P-20-16

津田

一孝 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
大分県及び全国各自治体におけるふぐ処理資格の
平準化について

１２

１３

１４

１５

１６

１７

美穂 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分

智美 （埼玉医科大学医学部医学教育学）
紫緒 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科地域
保健看護学）
産業保健看護職者の専門教育制度の国際比較

P-20-17

藤田麻理子 （広島大学大学院医系科学研究科）

１８

１９

２０

２１

産業看護職の職務満足感に関連する要因

２２

第21分科会
P-21-1

緒方

環境保健
文彦 （近畿大学薬学部公衆衛生学研究室）
SDGs 達成のための廃棄物バイオマスを用いた
水質浄化技術の開発

仁 （目白大学看護学部）
子宮体癌や他の癌種の既往を持つ者と健常者の健
康食品の利用状況の比較に関する研究

１１

小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の実践

里穂 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）

バイトテロ発生要因の推定と食品防御ガイドライ
ンによる防止に関する研究
P-19-12

柴崎

-昆虫食議論を始めるた

オリンピック・パラリンピック東京大会を想定し
た食品防御対策の検討過程
P-19-11

P-20-15

翔大 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
昆虫食は安全な食料か
めに-

１０

典子 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）

野）
中小運送会社の長距離トラックドライバーのワー
クライフバランスとストレス反応の関連

智子 （宮崎県衛生環境研究所）

礼識 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）

９

信宏 （和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学教室）

女性労働者の年齢層別に見たメンタルヘルスと生
活習慣・体重変化との関係

新たな食中毒の原因としての粘液胞子虫類の鮮魚
実態調査
P-19-8

８

華代 （東京大学医学部附属病院22世紀医療センター）

医学部付属病院勤務者の喫煙状況

望 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
購入した食品に異変があった際の対応に関する意
識調査

有紀 （秋田大学大学院社会医学系衛生学公衆衛生学講

事業場における健康づくり活動の体制要因と運動
の取り組みとの関連

食中毒患者数と新型コロナウイルス感染症患者数
との関連性に関する研究
P-19-5

直子 （新潟医療福祉大学看護学部看護学科）

座）
Pubmed による我が国の働く女性の健康に関す
る研究のシステマティックレビュー

わが国の食品流通業（小売業）における食品防御
対策の現状調査
P-19-4

７

子育てと仕事の両立支援における産業看護職の課
題と可能性

神奈川芳行 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
食品防御対策ガイドラインへの感染症対策の追加
と小規模事業者向けチェックリスト案

大策 （鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻）
臨床看護師のバーンアウトに対するレジリエンス
への介入研究

川口まなみ （墨田区保健所生活衛生課）
複数のヒスタミン含有食材を使用したきつねうど
んによるヒスタミン食中毒事例

P-19-2

西本

６

住子 （桃山学院教育大学）
中小企業経営者における職業性ストレスの尺度開
発

P-20-7

５

直人 （東芝エネルギーシステムズ株式会社）
在宅勤務率の増加に伴うオンライン面談の実施と
今後の展望

P-20-6

４

梢 （尚絅学院大学総合人間科学系健康栄養学類）

入院中の女性 SLE 患者への就労支援プログラム
の作成

第19分科会

３

晋 （慶應義塾大学看護医療学部）

管理栄養士・栄養士の努力−報酬不均衡と心理的
ストレス反応の関係

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・指導者の体罰行使経験と体罰
関連要因との関連の検討

千尋 （伊仙町役場健康増進課）

中小規模事業場における効果的なメンタルヘルス
対策の検討：スコーピングレビュー

康子 （群馬県立県民健康科学大学看護学部）
A 村在住の中高年齢者の身体活動状況

真己 （摂南大学看護学部）

健康長寿を支える伊仙町役場の保健師等医療職の
精神的健康パターン

コロナ禍における水泳指導の実践とその重要性
P-18-6

産業保健
高齢者介護施設における外国人介護職の採用後の
実態：利点と課題

「エッセンシャル10」を用いた立ち三段跳びの
改善要因の検討

智子 （大阪市保健所）
栄養士の配置状況からみる大阪市内事業所給食施
設の栄養管理状況
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P-20-1

大学生における社会的時差と身体活動の関係につ
いての横断的調査

智恵 （大阪市立大学大学院生活科学研究科）
勤務形態別にみた男性勤労者の睡眠状況と体重増
加に関わる食行動の特徴

P-17-32

健康運動指導

中高年の一般住民女性における運動量と将来の骨
量減少リスク：神戸研究

靖子 （長崎県立大学看護栄養学部）
母親の授乳法の違いによる児の成長への影響

今枝奈保美 （至学館大健康科学部）
日本食品標準成分表2020年版（八訂）を用い
た中高年地域集団の食事評価に関する検討

P-18-2

瑞穂 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医
療疫学）
京都府民における年齢別及び食形態別栄養素摂取
量の検討

P-17-30

乳幼児用玩具を介した可塑剤・難燃剤の曝露評価
に関する研究

高齢者の柔軟運動・筋力向上運動と血圧の変化と
の関連：5年間の縦断研究

友絵 （世田谷区健康づくり課）
区民健診、母親学級・両親学級における朝食摂取
状況についての調査

玲奈 （目白大学社会学部社会情報学科）

雅善 （近畿大学九州短期大学生活福祉情報科）

安部

友里 （東京都健康長寿医療センター研究所）
地域高齢者における食品摂取の多様性と要介護認
知症発症との関連：養父コホート研究

身体活動量の高い者における習慣的な鉄摂取量に
関する文献レビュー
P-17-10

希 （東北大学大学院医学系研究科発達環境医学分野）

八重樫昭徳 （北海道大学大学院医学院社会医学講座公衆衛生

小児用簡易型自記式食事歴質問票 BDHQ の回答
者別の Na と K の推定値

康司 （藤田医科大学医療科学部臨床検査学科予防医科
学分野）
血清カロテノイド値と白血球 SOCS3 DNA メ
チル化率との関連−Yakumo Study−

P-18-1

妊娠女性の n-3系多価不飽和脂肪酸と出生児の発
達：エコチル調査の追加調査より

食塩摂取に気をつけている意識をもつ勤労者の食
品摂取の特徴
P-17-6

第18分科会

上江洲恵梨 （大阪市立大学大学院生活科学研究科食・健康講

地域在住高齢者の食料品アクセス低下状況の類型
化と食品摂取・栄養状態の関連
P-17-3

啓子 （岩手県立大学研究・地域連携本部）

P-17-21

地域における食支援ネットワークの構築

戸次加奈江 （国立保健医療科学院）

成実 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者における大豆食品の摂取状況と運動・認知
機能の横断的関連：お達者研究

橋本奈津実 （大阪府藤井寺保健所）
飯坂

綾子 （常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科）
高校生の栄養摂取量過不足リスクスコアに影響す
る親子の自覚的食環境と食リテラシー

第17分科会 公衆栄養

P-17-2

悦子 （京都府立医科大学地域保健医療疫学）

P-19-14

２

賢 （東邦大学健康科学部）
食塩摂取行動と血圧値の経時的関係性：日本人成
人集団への24時間蓄尿を用いた追跡調査

早喜 （慶應義塾大学）
離乳期以降の児を持つ保護者の心配事が与える関
連要因の検討

純子 （南九州大学健康栄養学部管理栄養学科）
中学生の心身の健康問題低減プログラム
（SPRAT）における食事摂取状況の評価

若年妊産婦の継続的な個別支援の明確化と標準化
にむけて

P-17-1

堀江

太郎 （東北大学大学院歯学研究科）
地域在住高齢者における普段の共食相手と体重変
化との関連：JAGES による縦断研究

〜

香織 （北九州市八幡西区役所保健福祉課地域保健係）

P-17-33

礼子 （高知県立大学健康栄養学部）
コロナ禍による外出自粛要請期間が若者の体重、
生活習慣ならびに食生活に及ぼす影響

P-17-19

吹田市内のかかりつけ薬剤師・薬局機能調査
厚生労働省の調査との比較〜
P-16-16

荒牧

庄野あい子 （昭和薬科大学薬学部社会薬学研究室）
自治体における季節性インフルエンザワクチンの
公費助成金額に関する実態調査

P-16-15

P-17-14

古舘美喜子 （八戸学院大学健康医療学部看護学科）
PDCA サイクルに基づいた保健師活動の事業評
価〜若年生活習慣病予防健診からの検証〜

実香 （大阪市立大学大学院生活科学研究科食健康科学
講座公衆栄養学研究室）
保育所に通う幼児を対象とした栄養素等摂取量の
平日と休日の比較−第2報（女児）

浦川美奈子 （公益財団法人結核予防会結核研究所対策支援部
保健看護学科）
結核低まん延社会における地域包括ケアとしての
結核療養支援（第2報）

P-16-13

中川

飛鳥 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
地方自治体における COVID-19の対応を踏まえ
た歯科医療提供体制の構築状況

P-16-12

P-17-13

よしみ （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）

辻

亜月 （大阪市立大学大学院生活科学研究科食健康科学
講座公衆栄養学研究室）
保育所に通う幼児を対象とした栄養素等摂取量の
平日と休日の比較−第1報（男児）

COVID-19が市町村保健師と保健師活動へ及ぼ
す影響

P-21-2

山城

海渡 （近畿大学薬学部公衆衛生学研究室）

２３

２４

快適な住環境のためのおから炭の製造と調湿
P-21-3

清水

貴明 （さいたま市健康科学研究センター）
測定方法が異なる花粉情報の標準化に関する検討

EP
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P-21-4

藤樫

翔太 （さいたま市健康科学研究センター）

P-23-2

歩美 （聖マリア学院大学看護学部）

本田

LC-ICP-MS による河川水中クロムに関するスペ
シエーション分析の検討
P-21-5

関

健介 （杏林大学保健学部診療放射線技術学科）

P-23-3

智昭 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）

石橋

フラン脂肪酸代謝産物（CMPF）が及ぼす有機
汚染物質酸化分解の促進効果
P-21-6

森

裕樹 （東京都健康長寿医療センター研究所）

陳

P-23-4

葉子 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）

森山

P-21-8

P-23-5

杏子 （東京大学未来ビジョン研究センターデータヘル

中尾

ス研究ユニット）
健康保険組合における特定保健指導の方法・体制
のパターン分析

阪東美智子 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
民泊の衛生管理に関する教育・啓発媒体の開発

P-21-9

稲寺

秀邦 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学）

P-23-6

P-21-10

P-21-11

安齋

伊藤

博文 （公益財団法人日本建築衛生管理教育センター）
局所貯湯式給湯設備におけるレジオネラ汚染の調
査と対策
武彦 （岡山大学学術研究院教育学域）

高齢者における身体機能障害と抑うつ傾向の関
連：つくば市アンケート調査の解析
P-23-7

開原

典子 （国立保健医療科学院）

特別養護老人ホーム入所者における職員配置と入
院の関連
P-23-8

我が国の中高年者における生活習慣病の未受診に
関連する要因
P-23-9

細川まゆ子 （順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座）

実装実験の参加経験が及ぼす郊外在住の視覚障害
者における AI への期待感への影響
P-23-10

福室

自子 （杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室）

歯科レセプト情報「欠損歯式」の妥当性に関する
検討
P-23-11

群パブリックヘルス学位プログラム）
死亡した要介護者における生前の療養場所と死因
が外因死であったことの関連
P-23-12

匠 （株式会社 JMDC）

但馬

活動量計を装着する人の特性の検討

第22分科会 国際保健
武藤三千代 （日本医科大学スポーツ科学教室）

P-23-13

鈴村

臨床研究情報ポータルサイトのユーザビリティ向
上に向けた課題把握に関する研究

長部

千寿 （小千谷市役所）

第24分科会

小林

久美 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

高橋

高橋

彩夏 （群馬大学医学部医学科）

P-24-3

榎本

神田

浩路 （旭川医科大学医学部社会医学講座）
アフリカ地域における健康リスク情報収集システ
ムの構築に向けた現状分析

P-22-7

菊地

P-24-4

前原

P-24-5

島本

野村真利香 （独立行政法人国際協力機構（JICA）人間開発部）

小柳

祐華 （東京有明医療大学保健医療学部）

P-24-6

中里

P-24-7

荒川

智子 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ）
COVID-19拡大期間の介護保険サービス利用変
化と1年後の要介護度悪化との関連
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P-24-16

高齢者介護施設排水中の新型コロナウイルス調査
手法の検討
P-24-17

下水沈殿物を用いた新型コロナウイルス RNA 検
出方法の検討
P-24-18

P-24-8

顧

艶紅 （大阪医科薬科大学衛生学・公衆衛生学I・II教室）
COVID-19の感染予防に関する子どものマスク
着用に関する規定等の国際比較研究

P-24-34

鈴木

終末処理場の流入水沈査からの新型コロナウイル
ス RNA 抽出方法の検討

P-24-35

藤野

北川

P-24-20

須賀原千明 （エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式
会社サステナビリティ事業部）
新型コロナウイルス感染動態予測に向けたモデル
構築に関する検討

P-24-21

P-24-36

ター）
DPC データを用いた新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）患者の受療動向
P-24-23

杉山

長崎

P-24-38

栗田

山田

P-24-39

新型コロナウイルス感染症第3波・第4波におけ
る岐阜県内患者背景の検討
P-24-27

池田

P-24-28

小野

P-24-40

松田

P-24-29

成木

P-24-41

小林

P-24-30

野村由美子 （青森市保健所）
COVID-19感染症による保育園クラスターにつ
いての検討

７

８

９

１０

P-24-42

若杉

央 （富山県高岡厚生センター）
障害福祉関係施設での新型コロナウイルス感染症
クラスター事例の対応について

P-24-43

長島

真美 （東京都健康安全研究センター）
東京都における新型コロナウイルス変異株サーベ
イランス

P-24-44

馬場

１１

１２

可奈 （株式会社 DeNA ライフサイエンス）
COVID-19による生活様式、行動、心理状態の
変化に関する調査研究

順子 （福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課）

１３

１４

１５

１６

新型コロナウイルス感染症対応にかかる市町村保
健師派遣について
P-24-45

南

朗子 （滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター）
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下におけ
る国民の生活習慣の変化

P-24-46

樋口

拓哉 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
新型コロナウイルス感染症入院患者へのステロイ
ド処方の推移

P-24-47

二宮

博文 （港区みなと保健所）

P-24-48

阿部

由奈 （港区みなと保健所）

１７

１８

１９

港区みなと保健所の COVID-19対策（第1報）
港区みなと保健所の COVID-19対策（第2報）〜
大規模工事現場の集団発生事例〜
P-24-49

松本

P-24-50

古関

金村

２１

２２

義隆 （港区みなと保健所）
港区みなと保健所の COVID-19対策（第4報）〜
港区衛生試験所の取組から〜

P-24-51

２０

加代 （港区みなと保健所）
港区みなと保健所の COVID-19対策（第3報）〜
積極的疫学調査の分析から〜

弘子 （日本赤十字看護大学さいたま看護学部）
新型コロナウイルス感染症「学内感染拡大防止体
制構築」に関する実践報告

達也 （株式会社 DeNA ライフサイエン ス MYCODE
サービス部 R&D グループ）
COVID-19による生活様式の変化に伴う心理状
態・行動変化と遺伝子との関連解析

真理 （茨城県竜ケ崎保健所）
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症ク
ラスター対応からー特に嘱託医との連携につい
てー

６

京都府、大阪府、兵庫県における人流と COVID19の流行との関係

若葉 （三重大学医学部附属病院疫学センター）
日本における新型コロナウイルス感染症拡大が出
生率に及ぼす影響について

創一 （早稲田大学文学研究科）

小野塚大介 （京都府立医科大学医学・医療情報管理学講座）

雄二 （一般社団法人大阪府医師会調査委員会）
涼子 （岐阜県健康福祉部感染症対策推進課）

５

コロナ禍における行動免疫と感染予防行動ならび
にソーシャル・キャピタルとの関連

新型コロナ感染症における検査、診療の現状
P-24-26

絵里 （板橋区保健所予防対策課）
病院規模による新型コロナウイルス感染症の院内
感染発生時における保健所支援の検討

賢明 （一般社団法人みんなの健康らぼ）
岩手県 A 町および周辺の飲食店での新型コロナ
ウイルス感染症対策の評価調査

P-24-25

小島

真土香 （紫波町役場企画総務部企画課）

星

放課後児童クラブの感染対策ラウンド実施報告
P-24-24

P-24-37

４

智史 （埼玉県狭山保健所）

究所）
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に対する
歯磨剤の不活化効果とそのメカニズム解明

菊枝 （名古屋大学医学部附属病院メディカル IT セン

佐藤

３

関根由可里 （ライオン株式会社研究開発本部先進解析科学研

高本佳代子 （宮崎県立看護大学看護学部公衆衛生看護学）
K 市における COVID-19クラスターの特徴及び
対応プロセス評価

典子 （埼玉県衛生研究所）

保健所管内病院の新型コロナウイルス感染症アウ
トブレイク対応状況~病院へ還元する~

和寛 （福島県衛生研究所微生物課）
福島県における下水中の新型コロナウイルス調査

P-24-19

勇登 （埼玉県衛生研究所）

埼玉県衛生研究所での COVID-19陰性例におけ
る他の病原体検出状況

光宏 （福岡県保健環境研究所）

濱崎

２

埼玉県における新型コロナウイルスのゲノム解析
結果と主流系統の推移について

喜多村晃一 （国立感染症研究所ウイルス第二部）

栄介 （佐賀中部保健所）

泰雄 （東京都福祉保健局東京都南多摩保健所）

江原

弘 （国立感染症研究所）

吉田

懐実 （大阪府和泉保健所地域保健課）

夏奈 （大阪府池田保健所）

P-24-33

秀朗 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）

春日

COVID-19緊急事態宣言の繰り返しによる関心
の変化：新聞の読者投稿を用いた内容分析

南多摩保健所管内における新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）全症例の検討

第23分科会 保健医療介護サービス研究
伊藤

P-24-15

理央 （埼玉県衛生研究所感染症疫学情報担当）

１

埼玉県の新型コロナウイルス感染症の各流行の波
における推定感染経路、クラスター

ウイズコロナ時代における転院支援に対する回復
期リハビリ病院の現状と課題について

COVID-19流行拡大防止のための感染制御専門
家チームと行政との協働の取り組み

健康な高齢化社会づくりへの地域保健ボランティ
アの貢献：日本とタイ国の異文化研究

P-23-1

佳奈 （大阪府藤井寺保健所）

保健所を事務局とした感染対策ネットワークの取
組み（第3報）
〜高齢者施設等に対する感染対策ラウンドから見
えた課題〜

途 上 国 向 け 映 像 教 材「日 本 の 保 健 所 に よ る
COVID-19対策の取組み」作成の試み
P-22-9

郁子 （帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科）

保健所を事務局とした感染対策ネットワークの取
組み（第2報）
〜医療機関感染対策ラウンドから見えた課題〜

君与 （九州大学医学研究院保健学部門）
バングラデシュの女性における閉経後の健康問題
について

P-22-8

徹也 （愛知県済生会リハビリテーション病院）

岩田

修 （宮崎県延岡保健所）

保健所を事務局とした感染対策ネットワークの取
組み（第1報）
〜感染対策ネットワークの立ち上げ〜

群馬県における在日外国人の新型コロナワクチン
接種への認識とアクセス状況
P-22-6

P-24-14

新型コロナウイルス感染症の電話相談内容の分析

バヌアツ共和国の小学生の栄養状態
P-22-5

鈴木隆一郎 （一般社団法人大阪府医師会調査委員会）

入退院調整における地域医療コーディネーターの
重要性について
P-24-2

鈴木

新型コロナウイルス感染症流行下で大阪府民は何
を最も求めていたか

新型コロナウイルス感染症

救仁郷

バヌアツ共和国マレクラ島住民の生活習慣の現状
と課題
P-22-4

P-24-13

P-24-22
P-24-1

P-24-32

新型コロナウイルス感染症流行にともなう東京都
区部の地域相関性

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4報）

P-22-3

博俊 （東京都中央区保健所）

渡瀬

慶子 （国立保健医療科学院）

湯川

カンボジアの子どもたちにおけるラジオ体操によ
る健康づくり
P-22-2

P-24-12

輝 （埼玉県衛生研究所感染症疫学情報担当）
埼玉県の新型コロナウイルス感染症の各流行の波
における致死率、年齢構成、初期症状

新型コロナウイルス感染症流行に伴う生活習慣の
変化（第2報） 業種別の特徴

千尋 （筑波大学人間総合科学学術院人間総合科学研究

大森

COVID-19流行下におけるプラスチック類廃棄
物の環境汚染問題に関する文献レビュー

P-22-1

竹康 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）

各務

健人 （筑波大学大学院）

平

日常生活におけるストレスとコルチゾール濃度と
の関連について
P-21-14

P-24-11

朗 （群馬パース大学大学院保健科学研究科）

木村

宜保

新型コロナウイルス感染症流行に伴う生活習慣の
変化（第1報） 年代別の特徴

雄大 （筑波大学大学院医学学位プログラム）

谷口

建築物の環境衛生管理の実態に関する全国調査そ
の11中規模建築物の環境衛生管理
P-21-13

桜沢美土里 （郡山市健康振興財団）

曜子 （筑波大学大学院公衆衛生学学位プログラム）

浜崎

上演中の貸ホール内及び楽屋の換気状況の経時的
測定
P-21-12

P-24-10

福家実乃里 （筑波大学医学群医学類）

妊娠中の母親の血中カドミウム濃度と児の出生時
体格：エコチル調査より

P-24-31

COVID-19ワクチン実用化前後における日本人
のワクチン接種意識の変化について

要介護高齢者とその介護者の日本語版 ASCOT
による社会的ケア関連 QOL の関連

ユル （千葉大学大学院医学薬学府）
新設された商業施設の利用頻度と購買行動との関
連：縦断研究

健志 （川崎医科大学公衆衛生学）

依田

要介護認定をアウトカム指標とした短期集中予防
サービスの効果検証

住民主体の通いの場で見られる対人不作法の特徴
P-21-7

P-24-9

介護職員の離職防止と定着促進にむけた事業所の
取り組み

２３

政輝 （宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研
究部）
地方自治体にも利用可能な新型コロナウイルス感
染症の流行の早期探知と予測の方法

２４

EP
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P-24-52

章 （兵庫県丹波健康福祉事務所）

須藤

P-24-74

兼松

在日外国人コミュニティにおける新型コロナウイ
ルス感染症集団感染時の情報収集・提供
P-24-53

利明 （埼玉医科大学社会医学）

宮崎

元海 （新宿区保健所健康部保健予防課）

堀

P-24-75

関

島本太香子 （奈良大学社会学部）

P-24-76

藤田

慶大 （北九州市立大学）

福積

COVID-19による地域コミュニティの居場所損
失に関する実態調査
P-24-57

P-24-77

コロナ禍による健康意識およびヘルスケアアプリ
ケーション利用の変化に関する調査
P-24-58

糖尿病患者の COVID-19に対する恐怖が受診控
えに与える影響（JACSIS 研究）
P-24-59

城川

美佳 （神奈川県立保健福祉大学）

森藤

彬仁 （東京都福祉保健局保健政策部）
新型コロナウイルス感染症宿泊療養における東京
都公衆衛生医師の取り組み

綾子 （西宮市健康福祉局保健所）

稲田

西宮市保健所における COVID-19対応の検証
2報第4波での病床逼迫下の自宅療養者支援
P-24-66

P-24-81

濱田

P-24-82

なおみ （中野区保健所）

P-24-84

西山美津子 （兵庫県東播磨県民局加古川健康福祉事務所）

澤村

金

P-24-85

P-24-69

土屋

P-24-86

内山

稲垣

映子 （慶応義塾大学政策・メディア研究科）

山本なつ紀 （慶応義塾大学看護医療学部）

P-E-2

P-E-3

西

竜一 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
東京都北区の新型コロナウイルス感染症2：発症
から診断までの期間と特徴

P-24-72

中野

P-E-5

東京都北区の新型コロナウイルス感染症3：小児
の感染経路と小児による家庭内二次感染
P-24-73

三澤

愛子 （東京都多摩府中保健所）
精神科病院での新型コロナウイルス感染症集団感
染発生時における保健所の役割
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Yasuda Tomoko
（School of Medicine, Faculty of Medicine,
Kagoshima University, Kagoshima, Japan）
Local vegetables and decreased risk of
mortality and cancer incidence in Amami

克俊 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）

P-E-6

P-E-16

P-E-17

Takahashi Shuko

P-E-22

P-E-23

Sato Yu

（Non-Profit Organization: International Support
And Partnership for Health（ISAPH）
）
Poor food diversity among children under
five years of age in rural Lao PDR

Ryu Maika （Tokyo Medical and Dental University Department of Global Health Entrepreneurship）
Multiple components of quality at first
visit of antenatal care in Tanzania

P-E-24

Okamoto Shohei
（Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology）
Human Mobility during the State of Emergency in Japan

P-E-26

４

５

６

７

Tsuchiya Mio
（Amicus Therapeutics K.K.）
Perception gaps between patients and
physicians in Fabry disease: Online survey

P-E-25

３

８

９

１０

Tanaka Motoharu
（Tokiwa University Department of Health
and Nutrition Faculty of Human Science）
A consideration on protective effect of
masks against infection of SARS-CoV-2

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

Gai Ruoyan （Department of Social Security Empirical

Nanri Akiko（Fukuoka Women's University）
Confectionery intake and risk of depressive symptoms among Japanese workers

P-E-19

（Faculty of Medicine, University of Tsukuba）
Issues faced by foreign care workers training under the EPA

２

Okuno Takuya

Research）
Time use for nursing care: An analysis using Time Use Survey data in Japan
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