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第1分科会 疫学・保健医療情報

10月8日（土）13:30～14:20
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：村上 義孝（東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野）

O-1-1-1 演題取り下げ

O-1-1-2 森田えみり （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプトビッグデータ解析：家族歴が自己免疫性
甲状腺疾患発症に与えるリスクの定量化

O-1-1-3 佐伯 圭吾 （奈良県立医科大学医学部疫学・予防医学教室）
総死亡の相対危険が最低値となる室温の推計:既
存データとコホートデータを用いた分析

O-1-1-4 森 福治 （山形大学医学部公衆衛生学・衛生学講座）
山形県地域の女性における授乳の有無と生命予
後、生活習慣病との関連

O-1-1-5 飯高 世子 （東京大学22世紀医療センターロコモ予防学講
座）
サルコペニアの疫学：有病率と発生率 -The
ROAD study-

10月8日（土）14:30～15:30
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：高橋 秀人（国立保健医療科学院）

O-1-2-1 須賀 万智 （東京慈恵会医科大学環境保健医学講座）
一般市民に響きやすい広報資材を作るための評価
ツールの開発

O-1-2-2 明神 大也 （奈良県立医科大学医学部公衆衛生学教室）
NDBと死亡情報の連結にあたっての課題の検討

O-1-2-3 竹田 飛鳥 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
診療所の診療科別外来受診の長期的トレンドと
COVID-19流行下の変化

O-1-2-4 平井 幹大 （筑波大学医学群医学類）
認知症高齢者に対する抗精神病薬の長期継続処方
の実態および関連因子

O-1-2-5 逢見 憲一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
2000年以降わが国死因別齢調整死亡率とイン
フルエンザ・COVID-19超過死亡

O-1-2-6 東 幸恵 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
生活保護世帯と国保加入世帯の子供の歯科受診の
比較：LIFE Study

10月8日（土）15:30～16:30
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：高橋 邦彦（東京医科歯科大学M&Dデータ科学センター）

O-1-3-1 藤井 誠 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
NDBデータに基づく推算糸球体濾過量、尿蛋白
を用いた腎機能や腎障害に関する実態報告

O-1-3-2 橋野周一郎 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
NDBオープンデータを用いた抗ヒスタミン薬処
方数量の時系列変化

O-1-3-3 北島 巧海 （三重大学大学院医学系研究科公衆衛生・産業医
学分野）
周産期妊婦を対象とした質問票を用いた IH調理
器からの中間周波電磁界ばく露の推定

O-1-3-4 新居田泰大 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプトデータを用いたバセドウ病と甲状腺眼症
の疫学

O-1-3-5 高橋 由光 （京都大学大学院医学研究科）
コロナ禍における健康情報についての調査研究：
質的内容分析

O-1-3-6 高橋 秀人 （国立保健医療科学院）
5歳年齢階級による生命表の平均寿命への影響に
ついて

10月8日（土）16:30～17:30
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：横道 洋司（山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）

O-1-4-1 筒井 杏奈 （大阪大学医学部附属病院未来医療開発部）
全国がん登録データに基づく日本の小児がん患者
における治療病院への移動負担の実態

O-1-4-2 八尋裕美子 （公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構）
当機構における子宮頸部細胞診ASC-Hの検討

O-1-4-3 上野 悟 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
医学研究における研究促進と研究不正防止を実現
する研究データ管理基盤の必要性と導入

O-1-4-4 宮澤 仁 （国立がん研究センターがん対策研究所検診研究
部）
がん検診有効性評価大規模疫学研究における追跡
調査の課題

O-1-4-5 鈴木 まき （三重県伊勢保健所）
2021年の死亡小票からみた地域における看取
りの現状

O-1-4-6 西大 明美 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
ICD-11導入における教育実施の国際比較

第2分科会 ヘルスプロモーション

10月7日（金）15:50～16:50
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：井上 茂（東京医科大学公衆衛生学分野）

O-2-1-1 細野 雄斗 （中央大学理工学研究科）
長野県佐久市における肥満症患者に対するPHR
アプリを用いた遠隔栄養指導の効果検証

O-2-1-2 小熊 祐子 （慶應義塾大学スポーツ医学研究センター）
自治体の身体活動施策をシステムズアプローチで
捉えなおすー藤沢市の事例―

O-2-1-3 仁賀 建夫 （経済産業省）
健康経営銘柄選定の政策効果

O-2-1-4 池田明日香 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
NDBデータを用いた市町村国保における糖尿病
性腎症重症化予防プログラム効果の検討

O-2-1-5 甲斐 裕子 （公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究
所）
第1報 官民連携によるアウトリーチ型の社会的
処方の実現可能性：Y-Link プロジェクト

O-2-1-6 村木 功 （大阪大学大学院医学系研究科環境医学）
改正健康増進法全面施行後の禁煙飲食店割合の変
化：民間グルメデータベースによる検討

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

10月8日（土）9:00～10:00
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：岡村 智教（慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）

O-3-1-1 栗山 長門 （公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学社会
健康医学研究科）
ヒト骨密度における骨細胞 osteocyte での血中
DMP1は FGF-23代謝に関連する

O-3-1-2 畑中里衣子 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
東日本大震災による自宅の被害状況と高血圧治療
中断との関連

O-3-1-3 小西 雅美 （丹波篠山市保健福祉部）
LDL-コレステロール値の季節変動と身体活動量
の関連：篠山研究

O-3-1-4 北村 明彦 （八尾市保健所健康まちづくり科学センター）
高齢期のフレイル該当者の壮年期における健診所
見の特徴

O-3-1-5 田井 義彬 （奈良県立医科大学医学部疫学・予防医学講座）
実生活環境下，寒冷曝露時の血圧上昇における皮
膚温の媒介効果：平城京スタディ

O-3-1-6 小川 裕貴 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
JMDCデータベースを用いた糖尿病と直腸癌手
術後排尿機能障害の関連の検討

10月8日（土）10:00～11:00
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：斉藤 功（大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）

O-3-2-1 山田 正明 （富山大学医学部疫学健康政策学講座）
男性従業員の健診者における高血圧、糖尿病と産
業分類との関連

O-3-2-2 髙橋 玲子 （千葉科学大学看護学部）
ヘモグロビンA1cと腸内細菌叢との関係

O-3-2-3 谷口 雄大 （筑波大学大学院医学学位プログラム）
国民健康保険加入者・後期高齢者における、健診
での脂質異常の未受診に関連する要因

O-3-2-4 清水 望 （日本医科大学）
夜間の睡眠時間及び昼寝と大動脈疾患死亡との関
連：the JACC Study

O-3-2-5 玉本 咲楽 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
特定保健指導の糖尿病発症抑制効果検証のための
観察研究－Target Trial Emulation

O-3-2-6 山城 海渡 （近畿大学薬学部）
日本の大学生における異常血圧の割合と血圧およ
び身体測定値または身体指標との関連性

10月8日（土）11:00～12:00
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：兼板 佳孝（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）

O-3-3-1 吉澤 裕世 （順天堂大学大学院医学研究科健康寿命学講座）
成果を重視した ICT活用型特定保健指導「モデ
ル実施」における効果の検証

O-3-3-2 工藤 孝典 （全国健康保険協会青森支部企画総務部企画総務
グループ）
大腸がん検診及び精密検査受診ががん医療費に与
える影響

O-3-3-3 長尾 匡則 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
東日本大震災後の高血圧新規発症に対するリスク
要因の検討：福島県「県民健康調査」

O-3-3-4 水上 諭 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学
分野）
離島在住女性における骨量と体組成との関連

O-3-3-5 坪井 良樹 （藤田医科大学医療科学部予防医科学分野）
一般住民におけるMKL1遺伝子のDNAメチル
化率と肝機能検査値および肝疾患死亡との関連

O-3-3-6 田中 宏和 （国立がん研究センターがん対策研究所予防検診
政策研究部）
職業・教育歴別がん検診受診率とその推移：国民
生活基礎調査による分析（2001－16年）

10月8日（土）13:30～14:30
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：八谷 寛（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）

O-3-4-1 菅野 沙帆 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
レセプトデータを用いた透析患者における骨折発
症後の標準化死亡比の算出

O-3-4-2 村田 典子 （九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講
座）
メタボリッククシンドロームと大腸がん検診受診
の関連性：LIFE Study

O-3-4-3 郭 帥 （筑波大学社会健康医学研究室）
緑茶、コーヒー、紅茶及びウーロン茶摂取と慢性
腎臓病死亡との関連：The JACC Study

O-3-4-4 中谷 久美 （東北大学大学院医学系研究科）
過敏性腸症候群の有病に関連する要因の検討：
TMM計画地域住民コホート調査

O-3-4-5 池田 汐里 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
生きがいがコレステロール値に及ぼす影響：
CIRCS研究

O-3-4-6 高瀬 雅仁 （東北大学大学院医学系研究科）
呼吸機能検査指標と高血圧有病との関連

10月8日（土）14:30～15:30
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：大久保孝義（帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座）

O-3-5-1 高橋 愛 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻総合ヘ
ルスプロモーション科学講座）
産官学連携による科学的保健指導の構築～糖尿病
性腎症重症化予防の効果検証～

O-3-5-2 市瀬 雄一 （国立がん研究センターがん対策研究所医療政策
部）
経口抗がん剤服用患者を対象とした服薬管理に関
する理解度調査

O-3-5-3 田中 麻理 （大阪大学社会医学講座）
中年期・前期高齢者の朝食欠食と将来の要介護認
知症発症との関連

O-3-5-4 西山 未南 （神奈川県立保健福祉大学大学院修士課程ヘルス
イノベーション研究科）
回帰木分析を用いたロコモティブシンドロームと
腸内細菌との関連解析

O-3-5-5 菅野 郁美 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
年齢と骨梁面積率との関連：年齢階級別の検討～
ToMMo地域住民コホート調査～

O-3-5-6 花岡さやか （東京都国民健康保険団体連合会）
データ解析等に基づく特定保健指導実施率向上策
検討と国保保険者への提案（第2報）

第4分科会 保健行動・健康教育

10月9日（日）11:00～12:00
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：松浦 賢長（福岡県立大学看護学部）

O-4-1-1 中谷 直樹 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
心血管・代謝疾患リスク要因における配偶者同士
の類似性：2ヵ国バイオバンク横断研究

O-4-1-2 中澤 眞生 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
健康増進法改正による車内受動喫煙の変化

O-4-1-3 大竹 惠子 （前静岡県立大学大学院看護学研究科）
中学生の受動喫煙への対処行動に関する実態調査

O-4-1-4 西浜柚季子 （国立環境研究所エコチル調査コアセンター）
小児受動喫煙マーカーの探索

O-4-1-5 石内 智貴 （長崎県五島振興局上五島支所保健部（上五島保
健所））
新上五島町での子どもへの受動喫煙に関するアン
ケート【第1報】同居家族の喫煙編

O-4-1-6 安藤 隆雄 （長崎県五島振興局上五島支所保健部（上五島保
健所））
新上五島町での子どもへの受動喫煙に関するアン
ケート【第2報】飲食店での喫煙編

第5分科会 親子保健・学校保健

10月8日（土）13:30～14:30
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：藤原 武男（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康

推進医学分野）

O-5-1-1 名西 恵子 （東京大学大学院医学系研究科）
COVID-19パンデミックによる健康な母子への
母乳育児支援と母乳率への影響
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O-5-1-2 細澤麻里子 （国立国際医療研究センター国際医療協力局グ
ローバルヘルス政策研究センター）
コロナ禍前後における思春期世代の抑うつ症状の
比較：東京ティーンコホート研究

O-5-1-3 河原 智樹 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際
健康推進医学分野）
父親の育児関与は幼児の不慮の事故を減少させ
る：RCT研究の結果から

O-5-1-4 演題取り下げ

O-5-1-5 北澤 隆行 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学）
小児における睡眠呼吸障害と上気道感染症との関
連

O-5-1-6 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）
長崎県における出産医療機関へのアクセスの地域
間格差

10月8日（土）14:30～15:30
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：後藤 あや（福島県立医科大学総合科学教育研究センター）

O-5-2-1 佐田みずき （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学）
小中学校の児童生徒とその保護者における食塩摂
取状況

O-5-2-2 金子 佳世 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生
学分野）
母体特性と妊娠中期血清 n3系多価不飽和脂肪酸
濃度の関連

O-5-2-3 甲斐 大介 （香川大学）
青年前期の肥満や痩せ体型を親は正しく認識して
いるか？

O-5-2-4 荒川 裕貴 （東京大学大学院医学系研究科保健社会行動学分
野）
オンライン健康医療相談による産後うつ予防効
果：ランダム化比較試験

O-5-2-5 帯包エリカ （国立成育医療研究センター社会医学研究部）
コロナ禍における父親の育児休業取得と父親の産
後うつ症状の関連

O-5-2-6 横山 美江 （大阪公立大学大学院看護学研究科）
担当保健師による継続支援システムを導入した保
健師活動の効果検証：ネウボラの基盤

10月9日（日）9:00～10:00
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：小島 令嗣（山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座）

O-5-3-1 原田 萌花 （山梨大学大学院医工農学総合教育部）
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う経済状況
の変化と幼児の食品群別摂取頻度の関連

O-5-3-2 大竹 理功 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
小学生におけるソーシャルジェットラグと多動及
び不安の関連

O-5-3-3 寺田 周平 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
父親の育児休業取得と2歳未満の子へのボンディ
ング悪化との関連：JACSIS 研究

O-5-3-4 北野 尚美 （和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学（健康管
理センター）教室）
乳幼児健診結果と年中児のSDQ得点との関連：
母子保健情報管理システム利活用研究

O-5-3-5 横道 洋司 （山梨大学社会医学講座）
生後6ヶ月までの気象条件と3歳迄のアトピー性
皮膚炎発症リスク：エコチル調査

O-5-3-6 前田 裕斗 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
親子関係と妊娠中耐糖能異常:社会的ハイリスク
妊娠把握に向けたコホート研究結果から

10月9日（日）10:00～11:00
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：甲田 勝康（関西医科大学衛生・公衆衛生学講座）

O-5-4-1 本多由起子 （長崎大学医歯薬学総合研究科地域医療学分野）
離島・へき地における産後ケアニーズの実態に関
する横断研究

O-5-4-2 佐々木渓円 （実践女子大学生活科学部）
乳児の母親のヘルスリテラシーと健やか親子21
（第2次）の指標との関連

O-5-4-3 永吉 真子 （名古屋大学大学院医学系研究科予防医学）
父親の家事・育児頻度と母親が子のお尻をたたく
行動との関連：21世紀出生児縦断調査

O-5-4-4 寺川 由美 （大阪市保健所）
新型コロナウイルス感染症対応と母子保健指標と
の関連

O-5-4-5 田村 和也 （神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーショ
ン科学領域）
児童期後期の centrality が一年間の身体活動量
に与える影響

O-5-4-6 湊屋 街子 （北海道大学環境健康科学研究教育センター）
乳幼児期における家庭での犬の飼育と子どもの発
達の関連：エコチル調査より

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

10月8日（土）15:30～16:30
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：篠原 亮次（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）

O-6-1-1 加藤 倫卓 （常葉大学健康科学部）
終末糖化産物の蓄積と筋質の低下との関連：静岡
研究

O-6-1-2 高梨 信之 （岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座）
東日本大震災後の地域在住高齢者の閉じこもり発
生要因の検討：RIAS Study

O-6-1-3 桜井 良太 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者における積極的孤立と精神的健康の関連

O-6-1-4 藤原 聡子 （東京慈恵会医科大学医学部）
地域レベルのソーシャルキャピタルと認知症リス
クとの関連：JAGES 9年間縦断研究

O-6-1-5 石崎 達郎 （東京都健康長寿医療センター研究所）
国保データベースシステムの帳票データで把握し
た疾患数と新規要介護認定の発生

O-6-1-6 千葉 一平 （国立長寿医療研究センター予防老年学研究部）
地域在住高齢者の慢性腎不全の有無における身体
活動量と要介護発生との関連

10月8日（土）16:30～17:30
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：山岸 良匡（筑波大学医学医療系社会健康医学研究室）

O-6-2-1 中野 渉 （常葉大学健康科学部静岡理学療法学科）
クレアチニン・シスタチンC比は骨格筋量や筋
力と独立して歩行速度と関連：静岡研究

O-6-2-2 山本 晃子 （味の素株式会社）
岩木健康増進プロジェクト健診における食事栄養
とロコモティブシンドロームとの関連

O-6-2-3 田村 元樹 （千葉大学予防医学センター）
高齢者におけるグリスロ利用と孤立・孤独感の変
化：傾向スコア法による縦断研究

O-6-2-4 高島 理沙 （北海道大学大学院保健科学研究院）
ストーリーテリングを活用した計画実行型・認知
症予防介入の効果：ランダム化比較試験

O-6-2-5 李 嘉き （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座）
ストレス対処能力（SOC）と要介護認知症発症
との関連：JAGESプロジェクト

O-6-2-6 吉村 典子 （東京大学医学部附属病院22世紀医療センターロ
コモ予防学講座）
要介護予防におけるロコモ度3の有用性：地域住
民コホートROADスタディより

10月9日（日）9:00～10:00
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：岡本 希（兵庫教育大学学校心理・学校健康教育・発達支援コース）

O-6-3-1 宮崎さおり （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
低炭水化物食と軽度認知障害との関連：東温スタ
ディ

O-6-3-2 佐々木由理 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
ミャンマーの2地域の高齢者のスマートフォンの
利用とうつ傾向の関連

O-6-3-3 宮澤 拓人 （千葉リハビリテーションセンター）
通いの場におけるプログラムの種類数と3年後の
高齢期うつとの関連－JAGES縦断研究－

O-6-3-4 林 尊弘 （星城大学リハビリテーション学部）
COVID-19流行下における地域在住高齢者の運
動機能低下に対する余暇活動の緩和影響

O-6-3-5 洪 英在 （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）
中年期男性の20歳からの体重変化と老年期フレ
イル発症の関連

O-6-3-6 渡辺 猛史 （筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研
究センター）
新型コロナウイルス禍での外出頻度の変化が中高
齢者の生きがいと精神健康に及ぼす影響

10月9日（日）10:00～11:00
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：岸 恵美子（東邦大学大学院看護学研究科）

O-6-4-1 森 優太 （花の丘病院）
通いの場プログラム種類数と3年後の高齢者総合
的機能評価の関連：JAGES縦断研究

O-6-4-2 里村 一成 （京都大学医学部人間健康学科）
後期高齢者の通いの場参加者で健診未受診者の現
状

O-6-4-3 岡 浩樹 （株式会社PM&R青葉リハ訪問看護ステーショ
ン）
生活期リハビリテーション利用者における身体活
動量の経時的変化

O-6-4-4 田中 優成 （美作大学生活科学部食物学科）
地域在住高齢者におけるオーラルフレイルの実態
および社会的背景，身体機能との関連

O-6-4-5 土岐 了大 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
日本人高齢者における聴覚障害は7年後の軽度認
知機能低下リスクを上昇させる

O-6-4-6 白水 沙綾 （元岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程）
地域在住高齢者がCOVID-19自粛下で自覚する
運動量の変化と生活機能の特徴

10月9日（日）11:00～12:00
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：安田 誠史（高知大学教育研究部医療学系（公衆衛生学））

O-6-5-1 坂本 彩香 （筑波大学大学院人間総合科学研究科医学学位プ
ログラム）
アドバンスケアプランニングと救急受診の関連：
システマティックレビュー

O-6-5-2 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）
軽度認知障害（MCI）スクリーニング検査のモデ
ル事業における参加者の特徴と有効性

O-6-5-3 松岡 洋子 （千葉大学予防医学センター）
高齢者における住まいの満足度・居住期間とうつ
リスクとの関連：横断研究

O-6-5-4 諏訪内宏益 （奈良県立医科大学疫学・予防医学教室）
冬の室内寒冷曝露と筋力・歩行速度低値の横断関
連: HEIJO-KYO study

O-6-5-5 成田 美紀 （東京都健康長寿医療センター研究所）
在宅高齢者における一緒に食べる相手の二年間の
変化とフレイル発生との関連

O-6-5-6 小野 好美 （浜松医科大学医学部医学科）
前期高齢者の新型コロナウイルス感染症流行前後
の生活の変化に関する研究

第7分科会 高齢者の医療と福祉

10月7日（金）15:50～16:50
第8会場（YCC県民文化ホール（練習室5））
座長：新開 省二（女子栄養大学栄養学部）

O-7-1-1 河口謙二郎 （千葉大学予防医学センター）
サービス付き高齢者向け住宅入居者の社会参加：
傾向スコア法での JAGESデータとの比較

O-7-1-2 弘田 義人 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
誤嚥性肺炎で入院した高齢患者における退院先の
予測モデルの開発と検証

O-7-1-3 涌井 智子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
家族介護者の睡眠および覚醒の実態：30日間の
デイリーデータの解析から

O-7-1-4 西 巧 （福岡県保健環境研究所）
死亡票とレセプトの連結分析による高齢者終末期
医療・介護費の実態解明

O-7-1-5 次橋 幸男 （公益財団法人天理よろづ相談所）
介護医療院創設前後における医療療養病床・医療
区分1を退院した患者の療養場所の変化

O-7-1-6 野口 泰司 （国立長寿医療研究センター）
家族介護者の介護終了後のメンタルヘルスの経過
と近隣との社会関係：中高年者縦断調査

10月7日（金）16:50～17:50
第8会場（YCC県民文化ホール（練習室5））
座長：二宮 利治（九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野）

O-7-2-1 木野 志保 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
生活保護受給と満たされない歯科医療ニーズの関
連

O-7-2-2 孫 瑜 （筑波大学大学院）
全国レセプトデータを用いた在宅療養支援診療所
の心不全再入院に対する予防

O-7-2-3 渡辺修一郎 （桜美林大学健康福祉学群）
農村部に在住する後期高齢者のヘモグロビン
（Hb）A1cの2年間の変化とその関連要因

O-7-2-4 Chen Yu-Ru（千葉大学大学院医学薬学府）
高齢者における近隣環境と介護費用の関連：
JAGES2010-2016コホート研究

O-7-2-5 永田 康浩 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学
分野）
高齢者における居住環境と健康に関する研究

O-7-2-6 岡本左和子 （奈良県立医科大学教育開発センター）
退院支援における医療介護連携促進への対策ツー
ルの開発：ヒアリング調査報告

第8分科会 地域社会と健康

10月8日（土）15:30～16:30
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：橋本 英樹（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻行動

社会医学講座）

O-8-1-1 棟方 梢 （青森県立保健大学）
フードパントリー利用者の社会的ニーズと健康状
態
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O-8-1-2 赤星 昂己 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際
保健医療事業開発学分野）
都市の社会経済環境交通指標と健康寿命の関連
性：健康都市デザイン指標 vers1.0の開発

O-8-1-3 馬場 優子 （足立区衛生部）
あだちっ子歯科健診による施設間格差の縮小につ
いて

O-8-1-4 片岡 葵 （大阪医科薬科大学医学研究支援センター）
都道府県の社会経済状況に関する包括指標の開発
と健康寿命を用いた予測妥当性の評価

O-8-1-5 矢吹 友哉 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
居住地域別でみた一次産業従事者と活力との関
連：東温スタディ

O-8-1-6 木村美也子 （聖マリアンナ医科大学）
高齢者の新型コロナ流行前の社会参加と流行期の
感染予防/健康行動：JAGES縦断研究

10月8日（土）16:30～17:30
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：村山 洋史（東京都健康長寿医療センター研究所）

O-8-2-1 奥村 圭子 （長野県立大学大学院健康栄養科学研究科）
健康状態が不明な災害公営住宅在住者の専門的介
入の判断に関連する ICF 項目の検証

O-8-2-2 熊澤 大輔 （千葉大学予防医学センター）
高齢者における道の駅利用と主観的健康感：準実
験的デザイン研究

O-8-2-3 藤林 秀 （青森県立保健大学大学院）
子ども食堂への参加が母親に及ぼす影響

O-8-2-4 高部さやか （浜松医科大学地域看護学講座）
健康習慣とソーシャル・キャピタルとの関連検討

O-8-2-5 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）
「住んでいるだけで自ずと健康になれるまち」を
目指した食環境整備とその成果

O-8-2-6 津野香奈美 （神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベー
ション研究科）
日本社会で誰が好意的性差別をしているのか：
JACSIS 研究

第9分科会 難病・障害の医療と福祉

10月9日（日）11:00～11:40
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：武村 真治（国立保健医療科学院政策技術評価研究部）

O-9-1-1 藤田 貴子 （九州大学大学院医学研究院保健学部門）
高齢パーキンソン病患者における睡眠薬処方実態
の評価

O-9-1-2 渡邉 良太 （国立長寿医療研究センター）
要介護認定発生率減少と社会参加：JAGES
2010-13と16-19の2コホート比較研究

O-9-1-3 大河内彩子 （熊本大学大学院生命科学研究部環境社会医学部
門看護学分野）
コロナ禍の復興を経験した熊本地震女性被災者の
生活状況と抑うつとの関連

O-9-1-4 飯田 美穂 （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
地域在住女性における更年期障害関連因子の探索

第10分科会 精神保健福祉

10月7日（金）15:50～16:50
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：西 大輔（東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野）

O-10-1-1 陸 兪凱 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
低中程度の心理的苦痛と健康寿命との関連：大崎
コホート2006研究

O-10-1-2 小川 憲人 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆
衛生学教室）
中年期の同居家族と老年期における精神科医に診
断されたうつ病との関連性

O-10-1-3 西村 久明 （東京医科歯科大学国際健康推進医学）
自宅近隣の緑地とCOVID-19流行下におけるメ
ンタルヘルスとの関連：U-CORONA調査

O-10-1-4 本保 善樹 （新久喜総合病院）
国連の「障害者権利条約（CRPD）」に基づいた
精神保健関連法規改正の国内外の現状

O-10-1-5 喜多村祐里 （大阪市こころの健康センター）
大阪市における「ひきこもり」の実態について

O-10-1-6 鈴木 知子 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）
ADHD特性の強い大学生のコロナ禍のうつ症状
のリスク

10月7日（金）16:50～17:50
第6会場（YCC県民文化ホール（練習室3））
座長：蔭山 正子（大阪大学高等共創研究院）

O-10-2-1 木村 由美 （山梨県立精神保健福祉センター）
県内医療機関におけるゲーム・インターネット依
存の診療実績に関する調査

O-10-2-2 伴 英美子 （慶應義塾大学政策・メディア研究科）
大学生のソーシャルメディア使用とメンタルヘル
スの関連－ログデータを用いた観察研究

O-10-2-3 稲山 耕平 （岡山市保健所健康づくり課）
相談支援専門員の精神障害者ピアサポートへの認
知・利用ニーズに関する調査報告

O-10-2-4 宮本 翔平 （秋田大学自殺予防総合研究センター）
コーピング特性はメンタル不調と自殺念慮の関連
を緩衝するか-経営者を対象にした解析

O-10-2-5 関口 久恵 （足立区衛生部こころとからだの健康づくり課）
足立区における児童・生徒への自殺対策「SOS
の出し方等教育」

O-10-2-6 端谷 毅 （はしたにクリニック）
自律神経状態把握のための1回10秒呼吸での心
拍変動測定

第11分科会 口腔保健

10月9日（日）9:00～10:00
第8会場（YCC県民文化ホール（練習室5））
座長：相田 潤（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）

O-11-1-1 乾 明成 （青森県五所川原保健所）
コロナ下における男女及び年齢別の歯周疾患検診
受診者数

O-11-1-2 西田 恵 （竹中工務店技術研究所）
表情分析AI による高齢者のオーラルフレイルの
評価

O-11-1-3 種村 崇 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
時間外労働時間と口腔関連QOLとの関連につい
て

O-11-1-4 中澤 典子 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
高齢者における歯科補綴装置の使用が抑うつ発症
リスクへもたらす効果：JAGES縦断研究

O-11-1-5 辻本 雄大 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
後期高齢者における口腔健診と死亡の関連

O-11-1-6 上條 英之 （東京歯科大学歯科社会保障学）
保険者努力支援制度による歯周疾患実施市町村数
の推移に関する調査研究

第12分科会 感染症

10月8日（土）9:00～10:00
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：白井 千香（枚方市保健所）

O-12-1-1 手塚 真斗 （神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーショ
ン科学領域）
高齢者肺炎球菌ワクチン接種が要介護認定に及ぼ
す影響：LIFE study

O-12-1-2 野田 龍也 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
日本の医療データベースから算出された季節性イ
ンフルエンザの致死率と重症化率

O-12-1-3 田中 純子 （群馬県藤岡保健福祉事務所）
保健所におけるクラミジア・淋菌検査の有用性

O-12-1-4 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
菌のペニシリン結合蛋白のアミノ酸変異の解析

O-12-1-5 田丸 亜貴 （独立行政法人大阪健康安全基盤研究所）
2017-2021年度に当所に搬入された結核菌株
の分子疫学調査

O-12-1-6 村田ゆかり （東京都健康安全研究センター）
東京都における梅毒の発生状況（2019年～
2021年）

10月8日（土）10:00～11:00
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：福島 若葉（大阪公立大学大学院医学研究科公衆衛生学）

O-12-2-1 座間 智子 （公益財団法人結核予防会結核研究所対策支援部）
新型コロナウイルス感染症流行時の結核対策の実
態 -全国自治体の現状と今後の課題-

O-12-2-2 八木 麻未 （大阪大学産婦人科）
HPVワクチンとCOVID-19ワクチンの接種意
向：子どもの性別による差異

O-12-2-3 藤山 理世 （神戸市保健所保健課）
神戸市における高齢者結核患者のVNTR解析結
果について

O-12-2-4 駒田（桜井）直美
（茨城県立医療大学保健医療学部医科学センター）
感染管理専門介護職員養成プログラムの構築につ
いて

O-12-2-5 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）
保健所における結核患者療養支援の方策～結核の
低まん延と ICT活用の視点から～

O-12-2-6 糟谷 早織 （公益財団法人結核予防会結核研究所）
日本入国前結核健診事業の最新情報（1）：健診
実施医療機関候補の施設調査

10月8日（土）11:00～12:00
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：貞升 健志（東京都健康安全研究センター）

O-12-3-1 廣冨 匡志 （川崎市健康安全研究所）
川崎市における梅毒の発生状況－過去10年間の
動向と近年の報告数増加について－

O-12-3-2 池田 俊也 （国際医療福祉大学医学部公衆衛生学）
レセプトデータを用いた感染症の受療率推計 コ
ロナ禍前後の比較

O-12-3-3 山田 祥子 （大阪市保健所）
大阪市における菌陽性小児肺結核患者の分析 ～
小児結核の早期発見を目指して～

O-12-3-4 山田 直輝 （神戸大学大学院保健学研究科リハビリテーショ
ン科学領域）
高齢者肺炎球菌ワクチンの接種率および接種関連
要因の検討: LIFE Study

O-12-3-5 市川 守佑 （三重県伊勢保健所）
コロナ禍におけるマダニ媒介感染症

O-12-3-6 恒松 沙織 （鹿児島県名瀬保健所）
高齢者施設における結核患者の早期発見のための
取組に関する一考察

第13分科会 健康危機管理

10月9日（日）10:00～11:00
第8会場（YCC県民文化ホール（練習室5））
座長：奥田 博子（国立保健医療科学院健康危機管理研究部）

O-13-1-1 種村菜奈枝 （医薬基盤・健康・栄養研究所）
新たな食品健康影響評価を踏まえた効果的なリス
クメッセージ開発とその有用性の検討

O-13-1-2 佐藤 俊太 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
東日本大震災後の心理的苦痛が LDLコレステ
ロール値の経年変化に及ぼす影響

O-13-1-3 大谷 隆浩 （名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学）
化学物質流出・拡散を想定した迅速対応統合プ
ラットフォームの開発

O-13-1-4 余田 悠介 （千葉県香取保健所）
新型コロナウイルス感染症対応における災害派遣
精神医療チーム活用の有効性

O-13-1-5 加藤 裕一 （山形市健康医療部（山形市保健所））
山形市民における健康観察票を用いたCOVID-
19罹患後症状の解析

O-13-1-6 原岡 智子 （松本看護大学看護学部看護学科）
保健医療福祉調整本部の体制と運営

10月9日（日）11:00～12:00
第8会場（YCC県民文化ホール（練習室5））
座長：市川 学（芝浦工業大学システム理工学部）

O-13-2-1 當山 裕子 （琉球大学医学部保健学科）
沖縄県においてCOVID-19に対応した感染症担
当保健師の困難

O-13-2-2 高杉 友 （浜松医科大学医学部健康社会医学講座）
災害発生を想定した際の地域住民が持つ共助実行
意思の研究：インターネット調査

O-13-2-3 相場 繁 （東北大学大学院医学系研究科）
被災後住居形態と肝機能指標に関する横断研究

O-13-2-4 市川 学 （芝浦工業大学システム理工学部）
令和2年7月豪雨における保健医療福祉活動タイ
ムラインの整理とその利活用法の検討

O-13-2-5 堀池 諒 （大阪医科薬科大学看護学部公衆衛生看護学分野）
GISと人流データ及びPLATEUによる滞在人口
の経年比較

O-13-2-6 中山 千尋 （福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
原発事故後の関東地方の放射線健康影響不安と情
報源・メディアの関連

第14分科会 医療制度・医療政策

10月8日（土）10:00～11:00
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：赤羽 学（国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）

O-14-1-1 小山 照幸 （亀田総合病院リハビリテーション科）
保険診療から見たリハビリテーション関連医療費
の動向

O-14-1-2 竹下 沙希 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
KDBを用いた医療区分1入院患者の介護・医療
介入の現状と予後の解析

O-14-1-3 原 広司 （横浜市立大学国際商学部）
医師少数地域の医師確保に向けた兼業医師の実態
把握

O-14-1-4 黄 清敏 （日本薬科大学薬学研究科）
LMDI 法を用いた日本の公立病院の医業費用推移
の要素分解分析
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O-14-1-5 新藤 琢磨 （山梨大学医学部社会医学講座）
山梨県民を対象とした病院勤務医による夜間救急
医療相談電話事業の初期検証

O-14-1-6 愼 重虎 （京都大学大学院医学研究科医療経済学分野）
急性心筋梗塞のリスク調整死亡率の二次医療圏間
の差とその関連要因

10月8日（土）11:00～12:00
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：佐藤 眞一（千葉県衛生研究所）

O-14-2-1 相田 直樹 （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科政
策・メディア専攻）
パネルデータに基づく薬価制度改革の政策評価

O-14-2-2 田中 素子 （筑波大学大学院人間総合科学学術院人間総合科
学研究群パブリックヘルス学位プログラム保健医
療政策学）
百日咳含有ワクチンの思春期児童への追加接種に
関する費用効果分析

O-14-2-3 寺裏 寛之 （自治医科大学地域医療学センター地域医療学部
門）
病院勤務医師の従たる従事先の保有に関する検討

O-14-2-4 今村 知明 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
第8次医療計画策定に向けた循環器疾患の医療政
策指標の検討

O-14-2-5 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
科学分野）
日本人の献血・売血に対する意識に関する研究

O-14-2-6 飯地 智紀 （全国健康保険協会宮崎支部）
協会けんぽ宮崎支部の医療費の特徴について
（2019年度）

第15分科会 公衆衛生従事者育成

10月8日（土）9:00～10:00
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：麻原きよみ（聖路加国際大学大学院看護学研究科）

O-15-1-1 建部 壮 （国際医療福祉大学成田病院救急科）
若手救急医のキャリア満足度に影響を与える専門
研修プログラムの諸因子についての分析

O-15-1-2 藤田登志美 （静岡県精神保健福祉センター精神保健福祉斑）
児童相談所に配置されている保健師の保健活動に
関する実態調査
第一報：配置の実態

O-15-1-3 印南 彩佳 （筑波大学医学群医療科学類）
中年者・高齢者における「ACPをするつもりが
ない」ことに関連する要因の検討

O-15-1-4 萩原 智代 （日本赤十字秋田看護大学看護学部）
地域包括支援センター担当圏域の相談票の分析及
びマッピングによる地域診断演習の試み

O-15-1-5 芳我ちより （香川大学）
ハンセン病隔離政策に学ぶ公衆衛生看護倫理教育
の国際プログラム試案の検討

O-15-1-6 佐藤 香織 （放送大学大学院修士課程）
中核市保健所の保健師現任教育の評価と活用

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健

10月9日（日）9:10～10:10
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：高鳥毛敏雄（関西大学社会安全学部／社会安全研究科）

O-16-1-1 小嶋 雅代 （名古屋市健康福祉局）
ＫＤＢデータと自記式質問紙調査を用いたフレイ
ルハイリスク者の把握

O-16-1-2 坂本 珠江 （東京都南多摩保健所）
新型コロナウイルス感染症発生時におけるデジタ
ル技術を活用した患者管理の実際

O-16-1-3 佐藤 拓代 （公益社団法人母子保健推進会議）
子育て世代包括支援センターの効果的展開～第2
報県型保健所調査～

O-16-1-4 町井 涼子 （国立がん研究センターがん対策研究所がん医療
支援部検診実施管理支援室）
新型コロナウィルス感染症による住民がん検診の
受診者数への影響

O-16-1-5 渡井いずみ （浜松医科大学医学部看護学科地域看護学講座）
自治体における中小企業への健康づくり支援のプ
ロセス

O-16-1-6 鈴木 剛 （千葉県香取保健所）
ピアサポーターにより職員が変わる、地域が変わ
る～不安から安心への地域づくり～

10月9日（日）10:10～11:00
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：荒木田美香子（川崎市立看護短期大学）

O-16-2-1 秋本裕次郎 （harmo株式会社）
予防接種管理PHRシステムを活用した接種事故
防止、接種後フォローアップ体制の実現

O-16-2-2 井後 純子 （愛知県春日井保健所）
コロナ禍における幼稚園保育園等施設での『歯み
がき』『フッ化物洗口』について

O-16-2-3 福島富士子 （東邦大学看護学部）
子育て世代包括支援センターの効果的展開～第1
報都道府県調査～

O-16-2-4 乾 愛 （株）ニッセイ基礎研究所）
新型コロナウイルス感染症対策における保健所全
数調査－コロナ対応業務と工夫点－

O-16-2-5 檜垣 史郎 （大阪市保健所）
大阪市における新型コロナウイルス感染症流行期
の病院書類審査と流行前実地立入検査

第17分科会 公衆栄養

10月7日（金）15:50～16:50
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：西 信雄（医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所

国際栄養情報センター）

O-17-1-1 秦 俊貴 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
都市部在住高齢者におけるBMI および食品摂取
の多様性と要支援・要介護リスクとの関連

O-17-1-2 蕪 龍大 （熊本大学大学院生命科学研究部公衆衛生学講座）
簡易型自記式食事歴法調査票（BDHQ）を用い
た翼状片罹患者の食事に関する横断的調査

O-17-1-3 池田 奈由 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
国立健康・栄養研究所国際栄養情報センター）
各減塩目標量を達成した場合の循環器疾患関連医
療費抑制効果

O-17-1-4 五十嵐有香 （東北大学大学院医学系研究科）
生活習慣病の既往がない者における食事パターン
と受診行動および医療費の関連

O-17-1-5 佐藤 寛華 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究
科）
「避難所における栄養の参照量」の改定と活用
ツール作成のためのグループインタビュー

O-17-1-6 酒井 亜月 （大阪市立大学大学院生活科学研究科）
平日と休日における等価所得と食品群並びに栄養
素等摂取量の関連

10月7日（金）16:50～17:50
第7会場（YCC県民文化ホール（練習室4））
座長：中村美詠子（浜松医科大学健康社会医学講座）

O-17-2-1 遠又 靖丈 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
世帯年収と食事関連QOLとの関連：JACSIS 研
究（2021年調査）による横断研究

O-17-2-2 谷 友香子 （東京医科歯科大学）
調理技術は健康の決定要因か？肥満とやせとの関
連：JAGESデータ

O-17-2-3 川畑 春佳 （静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府食品
栄養科学専攻公衆衛生学研究室）
内臓脂肪面積に対する脂肪酸摂取量と赤血球膜脂
肪酸構成割合、遺伝的要因の季節の関連

O-17-2-4 川島 晃子 （静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府食品
栄養科学専攻公衆衛生学研究室）
四季変動を考慮した肥満に対する高たんぱく質食
品摂取量と腸内細菌叢の関連

O-17-2-5 黒谷 佳代 （昭和女子大学食健康科学部健康デザイン学科）
若い世代の小学生の頃の食生活と現在の経済状況
と主食・主菜・副菜の揃った食事の関連

O-17-2-6 坂本 達昭 （熊本県立大学環境共生学部）
若い世代は主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
を正しく認識できているのか？

第18分科会 健康運動指導
第19分科会 食品衛生・薬事衛生

10月7日（金）15:50～16:40
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：李 廷秀（東京医療保健大学医療保健学研究科）

O-18,
19-1-1

木ノ脇 賢 （香取保健所食品機動監視課）
利根川におけるウナギのセシウム量の推移につい
て

O-18,
19-1-2

南 麗衣 （公益社団法人鹿児島県薬剤師会試験センター）
栄養成分表示の表示値と分析値の比較検討

O-18,
19-1-3

丹野 佳郎 （東北大学大学院医学研究科医科学専攻総合医療
学分野）
大規模災害時における医薬品供給～薬剤師の活動
と災害薬事コーディネーターの役割～

O-18,
19-1-4

亀尾 洋司 （花王株式会社）
地域在住尿失禁中高年者を対象とした歩行・筋力
トレーニングの効果について

O-18,
19-1-5

玉島 麻理 （特定非営利活動法人日本足育プロジェクト協会）
中高年女性の足育－丸太を用いた足趾把持力運動
指導による浮き趾改善に関する報告－

第20分科会 産業保健

10月9日（日）9:00～10:00
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：柳澤 裕之（東京慈恵会医科大学）

O-20-1-1 吉田 玉美 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医
療疫学）
労働者における新型コロナウイルスへの恐怖感と
緊急事態宣言中の慢性疼痛の悪化の関係

O-20-1-2 立瀬 剛志 （富山大学学術研究部疫学・健康政策学講座）
共分散構造分析による職場環境満足とハラスメン
ト因子との包括的関連性の検討

O-20-1-3 浅井ゆかり （順天堂大学医学部公衆衛生学講座）
医療通訳者の離職予防に関する研究

O-20-1-4 森 美奈子 （摂南大学農学部食品栄養学科）
COVID-19感染拡大下における勤労者の健康意
識や健康行動への影響因子の解析

O-20-1-5 各務 竹康 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
新型コロナウイルス感染症流行前後の医学部教員
ワークライフバランスの変化

O-20-1-6 小林 秀行 （労働安全衛生総合研究所）
就業者のケイパビリティと属性の関連の検討

10月9日（日）10:00～11:00
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：伊藤 俊弘（旭川医科大学医学部看護学科看護学講座）

O-20-2-1 島崎 大 （国立保健医療科学院生活環境研究部水管理研究
領域）
国内の水道水における硝酸塩・亜硝酸塩・硫酸塩
の存在状況

O-20-2-2 柳 宇 （工学院大学建築学部建築学科）
建築物の空調換気設備と環境衛生の実態その1空
調・換気方式別における空気環境の比較

O-20-2-3 大塚 俊昭 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）
職域労働者における肥満と労働災害被災リスクと
の関連性

O-20-2-4 堀内 聖也 （医療法人甲療会赤坂台病院）
介護職員における就業継続と早期離職に関連する
要因

O-20-2-5 佐藤愛咲子 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
生活習慣とうつ発症との関連についての前向き研
究

O-20-2-6 岡田結生子 （野村證券健康保険組合）
契約健診機関の「がん検診精度管理」実態把握と
職域における課題の検討

第21分科会 環境保健

10月7日（金）16:50～17:50
第4会場（YCC県民文化ホール（練習室1））
座長：原田 浩二（京都大学大学院医学研究科環境衛生学分野）

O-21-1-1 中田 陽子 （山梨県衛生環境研究所微生物部）
イネ科及びブタクサ花粉の飛散と植生分布に関す
る研究

O-21-1-2 藤本万理恵 （京都大学大学院医学研究科）
わが国における新型コロナウイルス感染症流行中
の熱中症リスク減少の推定

O-21-1-3 原田 浩二 （京都大学医学研究科環境衛生学分野）
日用品中のペルフルオロアルキル化合物の含有量
調査

O-21-1-4 龍田 希 （東北大学大学院医学系研究科）
水銀曝露が妊娠糖尿病のリスク要因となりうる
か：エコチル調査より

O-21-1-5 金 勲 （国立保健医療科学院）
ハウスダスト中SVOC（半揮発性有機化合物）
濃度に関する全国調査

O-21-1-6 東 賢一 （近畿大学医学部環境医学・行動科学教室）
一般住宅の床ダスト中リン酸エステル類による居
住者への健康リスク

第22分科会 国際保健

10月7日（金）16:50～17:50
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：町田 宗仁（国立保健医療科学院国際協力研究部）

O-22-1-1 森 朋有 （産業医科大学病院総合診療科）
地域医療が在留外国人を包摂するために必要な条
件：日本人医療者への質的調査

O-22-1-2 谷村 晋 （三重大学大学院医学系研究科地域看護学分野）
ネパールにおいて民族性と地域性のどちらが避妊
の実行により影響を与えるのか

O-22-1-3 渡部 明人 （UHC2030）
ユニバーサルヘルスカバレッジに関する国連ハイ
レベル政治会合における説明責任の現状

O-22-1-4 駒澤 牧子 （JICA緒方貞子平和開発研究所）
ウガンダにおいてCOVID-19の感染を抑えてい
る要因：地域中核病院における定性研究
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O-22-1-5 安齋寿美玲 （京都大学大学院医学研究科）
日本国内における難民保健医療に関する文献レ
ビュー

O-22-1-6 佐藤 千歳 （岡崎市保健所）
新型コロナ発生時における在日外国人の言語に関
する対応事例に関する調査

第23分科会 保健医療介護サービス研究

10月9日（日）11:00～12:00
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：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）

O-23-1-1 金 雪瑩 （国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部）
特別養護老人ホームにおける介護職の離職に関連
する施設特徴

O-23-1-2 鈴木 愛 （筑波大学ヘルスサービス開発研究センター）
介護保険施設入所前の福祉用具貸与サービス利用
状況の実態：車いすに着目して

O-23-1-3 高山 智子 （国立がん研究センターがん対策研究所がん情報
提供部）
がん診療連携拠点病院がん相談支援センターの利
用状況と医療の質との関連に関する研究

O-23-1-4 井手 一茂 （千葉大学）
保険者機能強化推進交付金評価指標と高齢者の社
会参加：JAGESマルチレベル横断研究

O-23-1-5 藤田 楓 （芝浦工業大学理工学研究科システム理工学専攻）
地域包括ケア指標の開発

O-23-1-6 小宮山 潤 （筑波大学大学院）
2021年介護報酬改定前後における要支援者の
リハビリテーション関連サービス利用の変化

第24分科会 新型コロナウイルス感染症

10月8日（土）9:00～10:00
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：中島 一敏（大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科）

O-24-1-1 澤村 直彦 （京都大学医療経済学）
COVID-19対策に関わる各種ステークホルダー
からの記述回答の検討：全国意見調査

O-24-1-2 中西 香織 （札幌市保健所）
第6波の施設クラスターにおける covid19陽性
率の解析とクラスター支援の方向性について

O-24-1-3 湯川 達 （港区みなと保健所）
保育施設におけるオミクロン株感染による
COVID-19の適切な感染対策の検討

O-24-1-4 木村 雅芳 （静岡県西部保健所）
静岡県西部保健所管内の新型コロナウイルス感染
症診療体制について

O-24-1-5 松澤 知 （新潟県福祉保健部）
新潟県におけるCOVID-19重症化予測スコアに
よるトリアージの妥当性と新モデルの検討

O-24-1-6 林 克磨 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻環
境衛生学分野）
サーベイランスデータを用いたワクチン予防効果
の持続期間の推定

10月8日（土）10:00～11:00
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：和田 耕治（日本公衆衛生協会理事）

O-24-2-1 沼田 誉理 （神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション
研究科）
新型コロナウイルスワクチン接種における健康格
差の検証：都道府県別パネルデータ分析

O-24-2-2 鈴木恵美子 （山形県最上保健所）
医療資源の乏しい地域における新型コロナクラス
ター対応の工夫について

O-24-2-3 尾島 俊之 （浜松医科大学健康社会医学講座）
新型コロナウイルス感染症流行による市町村の保
健事業や地域住民の健康の変化

O-24-2-4 高橋 朋子 （札幌市保健所医療対策室疫学調整班）
コロナ禍における ICNと行政が連携した地域支
援活動の取り組み

O-24-2-5 本田 雄大 （京都大学大学院医学研究科医療経済学）
自治体、保健所、病院等8つの立場による
COVID-19対策への評価：全国意見調査

O-24-2-6 昼間 詩織 （群馬県渋川保健福祉事務所）
群馬県における小児新型コロナウイルス感染症に
ついての検討

10月8日（土）11:00～12:00
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：小竹 桃子（東京都福祉保健局医療政策部）

O-24-3-1 鈴木理恵子 （神奈川県衛生研究所微生物部）
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）Spike 領
域の遺伝子解析による変異株検出について

O-24-3-2 奥島 華純 （福井県丹南健康福祉センター）
第6波から学ぶ感染症法上の分類変更を見据えた
高齢COVID-19患者の療養のおける課題

O-24-3-3 水澤 佑太 （板橋区保健所）
板橋区新型コロナウイルス感染症自宅療養者医療
サポート事業（第1報）：概要と報告

O-24-3-4 小林 鉄郎 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻）
クルーズ船内での新型コロナウイルス感染症集団
発生における感染者数の推定

O-24-3-5 堀切 将 （相双保健福祉事務所）
発症後検査が陰性であった新型コロナウイルス感
染症患者の検討

O-24-3-6 池田 若葉 （三重大学医学部附属病院疫学センター）
新型コロナウイルス感染症拡大が出生率に及ぼす
影響に関する文献的検討

10月8日（土）13:30～14:20
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：前田 秀雄（東京都北区保健所）

O-24-4-1 山中 美奈 （名古屋市役所名古屋保健所中保健センター）
名古屋市中区のCOVID-19患者に対するHER-
SYSを活用した健康管理とその効果

O-24-4-2 安齋 麻美 （京都大学大学院医学研究科）
ヒト移動による新型コロナウイルス感染症の空間
的拡大の研究

O-24-4-3 羽山 実奈 （八尾市保健所）
中核市やおのCOVID-19感染拡大の検証

O-24-4-4 山中 菜未 （花王株式会社生物科学研究所）
小学生のCOVID-19感染対策に関する観察研究
第1報～非薬物的対策の効果～

O-24-4-5 内田 満夫 （群馬大学医学部公衆衛生学教室）
小学生のCOVID-19感染対策に関する観察研究
第2報～手洗い行動の考察～

10月8日（土）14:30～15:30
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：杉下 由行（東京都福祉保健局感染症対策部）

O-24-5-1 八田 太一 （静岡社会健康医学医学大学院大学）
高齢者のCOVID-19ワクチン接種行動に関わる
要因探索:静岡ワクチン接種研究1

O-24-5-2 菊池 綾 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
精神科病院におけるCOVID-19クラスター対応
と考察

O-24-5-3 緒方 剛 （茨城県潮来保健所）
新型コロナウイルスの家族二次感染率

O-24-5-4 柳樂真佐実 （島根県隠岐支庁隠岐保健所）
離島（隠岐諸島）における新型コロナウイルス感
染症への対応

O-24-5-5 高木 剛 （群馬県伊勢崎保健福祉事務所）
群馬県におけるCOVID-19陽性妊婦に対する医
療体制と臨床的予後について

O-24-5-6 横塚 由美 （厚生労働省東京検疫所羽田空港検疫所支所）
水際対策からCovid-19を考える

10月8日（土）15:30～16:30
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：齋藤 智也（国立感染症研究所感染症危機管理研究センター）

O-24-6-1 四方 哲 （京都府山城北保健所）
COVID-19感染症：病院クラスターと入所施設
クラスターの比較

O-24-6-2 岡田 雄大 （京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻環
境衛生学分野環境衛生学分野）
特異スペクトラム解析を用いたCOVID-19と滞
留人口データの相関についての検証

O-24-6-3 太刀川栞菜 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科）
Go To Eat キャンペーンの利用と新型コロナウ
イルス感染との関連

O-24-6-4 中島 一敏 （大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科）
COVID-19対策における基本的な感染予防策と
重点措置の効果に対する市民の認識調査

O-24-6-5 武藤 剛 （北里大学医学部衛生学）
COVID-19感染予防対策コンサルテーション：
クラスター化を阻止する換気評価と改善

O-24-6-6 森 喜郎 （香川大学医学部衛生学）
テキストマイニングを用いたCOVIDー19の3
回目ワクチン接種に対する医療者の意識調査

10月8日（土）16:30～17:30
第5会場（YCC県民文化ホール（練習室2））
座長：吉村 和久（東京都健康安全研究センター）

O-24-7-1 井口 竜太 （筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分
野）
機械学習を用いた病院前受診患者のアンダートリ
アージを予測するモデルの作成

O-24-7-2 門倉 圭佑 （千葉県衛生研究所感染疫学研究室）
全ゲノム解析によって判明した千葉県の新型コロ
ナウイルス（デルタ株）症例の特徴

O-24-7-3 大谷可菜子 （国立感染症研究所）
日本における新型コロナウイルス感染症の性別・
年齢の推移と波別の特徴

O-24-7-4 小野 聡枝 （神奈川県健康医療局健康増進課）
新型コロナウイルス感染症の神奈川モデルにおけ
る本部保健師の役割

O-24-7-5 阿部真紀子 （福岡大学医学部衛生・公衆衛生学講座）
婚姻状態・同居者の有無別にみたCOVID19流
行による生活環境の変化の相違

O-24-7-6 高橋 佑紀 （大阪府藤井寺保健所企画調整課）
政府発出の宣言等とCOVID-19の陽性者減少ト
レンドとの時間関係（大阪）

English Session/Oral

10月8日（土）13:30～14:10
（YCC県民文化ホール（練習室5））
Chair：Nakamura Keiko（Tokyo Medical and Dental University）

EO-1-1 SulaimanHaares Zuhal
（Hokkaido University）
Smoking start and quitting age on all
causes and cause specific mortality

EO-1-2 Li Yaya （Division of Health Sciences, Graduate
School of Medicine, Osaka University）
Lifestyle risk factors for rapid decline in
estimated glomerular filtration rate

EO-1-3 Deng Shiqi （Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba.）
Risk factors for lung capacity in health
check-up population

EO-1-4 Sirait Lady Margaretha Febriany
（Jakarta Provincial Government , Depart-
ment of Health）
Risk factors of female cancer in the
screening program in Jakarta, Indonesia

10月8日（土）14:20～15:20
（YCC県民文化ホール（練習室5））
Chair：Saito Reiko（Division of International Health, Niigata

University）

EO-2-1 Inthaphatha Souphalak
（Department of Healthcare Administra-
tion, Nagoya University Graduate School
of Medicine）
Period teasing behavior among male stu-
dents in Luang Prabang Province, Lao
PDR

EO-2-2 Tran Thao Vi
（Department of Global Health Entrepre-
neurship, Tokyo Medical and Dental Uni-
versity）
Medical students' smoking status and at-
titudes to tobacco control in Vietnam

EO-2-3 Sari Gita nirmala
（Osaka University Graduate School of
Medicine Social Medicine Department）
Short sleep duration at night is associ-
ated with obesity in preschool children

EO-2-4 Khairunnisa Salsabila
（Laboratory Community Health and Nutri-
tion of the Department of Bioscience of
Ehime University）
Association Between Dietary Fat Intake
and Mild Cognitive Impairment

EO-2-5 Tietie Fusi Masina
（Graduate School of Public Health, Inter-
national University of Health and Welfare）
Psychosocial status during Measles Out-
break between 2019-2020 in Samoa

EO-2-6 Matsukura Hanayo
（Department of Global Health Promotion
Tokyo Medical and Dental University
（TMDU））
Association between adverse childhood
experiences and marital status

10月8日（土）15:20～16:10
（YCC県民文化ホール（練習室5））
Chair：Horiuchi Sayaka（Center for Birth Cohort Studies, Inter-

disciplinary Graduate School of medi-
cine,University of Yamanashi）

EO-3-1 Sugihara Shinobu
（Health service center, Shimane univer-
sity）
Sleep Disorders and IA are Associated
with Depression in University students

EO-3-2 Okubo Reiko（Department of Health Care Policy and
Health Economics, Faculty of Medicine,
University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki,
Japan）
Cost effectiveness of oral care interven-
tion for nursing homes residents
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EO-3-3 Ota Masaki （Research Institute of Tuberculosis）
A retrospectively detected diffused tuber-
culosis outbreak, Japan, 2012-2014

EO-3-4 Hirao Susumu
（Research Institute of Tuberculosis, Ja-
pan Anti-Tuberculosis Association）
IGRA-positivity in students of Japanese
language schools, 2013-2020.

EO-3-5 Matsuki Taizo
（School of Health of Innovation, Kana-
gawa University of Human Services）
Evaluation of gut microbiome by data en-
velopment analysis in the ME-BYO cohort

10月8日（土）16:20～17:10
（YCC県民文化ホール（練習室5））
Chair：Horiuchi Sayaka（Center for Birth Cohort Studies, Inter-

disciplinary Graduate School of medi-
cine,University of Yamanashi）

EO-4-1 Harada Nahoko
（Department of Nursing Science Faculty
of Interdisciplinary Science and Engineering
in Health Systems Okayama Univesity）
Changes in place of death for dementia
patients: time-series analysis

EO-4-2 Zhen Du （Department of Social Epidemiology Graduate
School of Medicine and School of Public
Health Kyoto University）
Interaction of physical activity and seden-
tary behavior associated with dementia

EO-4-3 Araki Shuichiro
（Tochigi Plant, Bridgestone Corporation）
COVID-19 and chronic disease burden
among countries' ongoing social develop-
ment

EO-4-4 Nishiura Hiroshi
（Graduate School of Medicine, Kyoto Uni-
versity）
Constructing COVID-19 immune landscape
in Japan

EO-4-5 Ueda Minami（Kyoto University School of Public Health）
Estimation of the basic reproduction num-
ber of the COVID-19 Delta variant


