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第1分科会 疫学・保健医療情報 P-1-1～P-1-24

第2分科会 ヘルスプロモーション P-2-1～P-2-22

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-3-45

第4分科会 保健行動・健康教育 P-4-1～P-4-25

第5分科会 親子保健・学校保健 P-5-1～P-5-104

第6分科会 高齢者の QOLと介護予防 P-6-1～P-6-59

第7分科会 高齢者の医療と福祉 P-7-1～P-7-23

第8分科会 地域社会と健康 P-8-1～P-8-31

第9分科会 難病・障害の医療と福祉 P-9-1～P-9-10

第10分科会 精神保健福祉 P-10-1～P-10-18

第11分科会 口腔保健 P-11-1～P-11-26

第12分科会 感染症 P-12-1～P-12-19

第13分科会 健康危機管理 P-13-1～P-13-26

第14分科会 医療制度・医療政策 P-14-1～P-14-19

第15分科会 公衆衛生従事者育成 P-15-1～P-15-34

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健 P-16-1～P-16-21

第17分科会 公衆栄養 P-17-1～P-17-22

第18分科会 健康運動指導 P-18-1～P-18-11

第19分科会 食品衛生・薬事衛生 P-19-1～P-19-10

第20分科会 産業保健 P-20-1～P-20-19

第21分科会 環境保健 P-21-1～P-21-19

第22分科会 国際保健 P-22-1～P-22-9

第23分科会 保健医療介護サービス研究 P-23-1～P-23-6

第24分科会 新型コロナウイルス感染症 P-24-1～P-24-81

第25分科会 その他 P-25-1～P-25-2
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第1分科会 疫学・保健医療情報

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-1-1 平田 あや （慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室）
NDBデータを用いた保険種別の特定健診受診回
数と循環器疾患の入院発生に関する検討

P-1-2 平 和也 （京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻）
WEB検索エンジンでの検索動向による都道府県
別の喫煙率の予測

P-1-3 逸見 治 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
都道府県別喫煙率の経年変化と死因別死亡率の経
年変化との関係

P-1-4 稲垣 宏樹 （東京都健康長寿医療センター研究所）
都市部在住の認知機能が低下した独居高齢者の生
活実態と心身の機能状態に関する報告

P-1-5 井上 大樹 （目白大学保健医療学部理学療法学科）
高齢運転者のDigital Trail Making Peg test
と交通事故・ヒヤリハット経験との関連

P-1-6 長井 万恵 （群馬大学数理データ科学教育研究センター）
新型コロナウイルス感染症に関連するWEB調査
での回答状況の検討

P-1-7 栗盛須雅子 （聖徳大学）
一自治体の5年間と25府県の6年間の追跡調査
からみる両集団の主観的指標の変化

P-1-8 延原 弘章 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
長期にわたる主要死因の市区町村別標準化死亡比
データベースの作成

P-1-9 井上 弘樹 （新潟医療福祉大学医療経営管理学部医療情報管
理学科）
Julia 言語の統計解析マクロ実行ツールへの生存
時間解析の追加実装報告

P-1-10 内田 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 死亡の
将来予測（2021-2040年）

P-1-11 中野 裕紀 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
福島県脳卒中発症登録に関する報告：2013年、
2018年遡り調査の比較

P-1-12 土井麻理子 （国立保健医療科学院政策技術評価研究部）
薬剤師統計情報を用いた薬剤師卒業後の従事状況
に関する検討

P-1-13 星 佳芳 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
患者調査の効率的な実施手法の確立に資する研究

P-1-14 城川 美佳 （神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉研究科）
出生コホート研究参加女性における産後1年間で
の質問票未回収の関連要因

P-1-15 中島 淳一 （福岡県保健環境研究所）
福岡県における小児・AYAがんの概要

P-1-16 大澤 正樹 （盛岡つなぎ温泉病院）
日本高血圧学会2019年血圧分類別の脳心血管
疾患罹患リスク―降圧薬内服者の特徴

P-1-17 川島 正敏 （東海旅客鉄道株式会社健康管理センター東京健
康管理室）
体重減少後の体重増加が健診データに及ぼす影響
について

P-1-18 湯川 慶子 （国立保健医療科学院政策技術評価研究部）
患者を対象とした臨床研究情報ポータルサイトお
よび jRCTに関するユーザビリティ調査

P-1-19 服部 早苗 （筑波大学大学院医学学位プログラム）
国内の周産期医療体制の集約化の現況と周産期セ
ンター産科医師の業務負担の関連

P-1-20 藤本 結衣 （県立広島大学経営情報学部経営情報学科）
がん統計データにおける複数の出生コホート効果
の検出と評価について

P-1-21 伊藤 挙 （国士舘大学ハイテク・リサーチ・センター）
大学入学時の血液検査データの解析

P-1-22 川上ちひろ （横浜市立大学小児科エコチル調査）
コロナ感染症流行下におけるエコチル調査学童期
検査－神奈川ユニットセンターの取組－

P-1-23 小田 政子 （熊本大学エコチル調査）
新型コロナ禍における熊本大学エコチル調査小学
2年学童期検査参加率向上への取り組み

P-1-24 小野 浩二 （日本スキンケア協会）
年齢調整死亡率で見る死因の地域差と男女差

第2分科会 ヘルスプロモーション

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-2-1 吉葉かおり （公益財団法人明治安田厚生事業団）
第2報 住民と地域資源をつなぐリンクワーカー
養成に関する検討：Y-Link プロジェクト

P-2-2 高士 直己 （公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究
所）
第3報 官民連携事業に携わった行政及び企業職
員の認識の探索：Y-Link プロジェクト

P-2-3 川畑 輝子 （公益社団法人地域医療振興協会）
公益法人が運営する病院のヘルスプロモーション
活動の実態と促進要因，阻害要因の検討

P-2-4 杉本 九実 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
ナッジを応用した健康増進活動の実装：質的研究
による促進・阻害要因の検討

P-2-5 演題取り下げ

P-2-6 末尾 陽奈 （東京大学医学部医学科）
加熱式タバコの使用は1年後の精神疾患の発症と
関連するか？－日本における縦断研究－

P-2-7 大場 脩平 （東海大学大学院健康科学研究科保健福祉学専攻）
小・中・高校生における生活習慣とメンタルの関
係

P-2-8 柴田 健雄 （東海大学健康学部健康マネジメント学科）
青壮年期と高齢者における睡眠満足度と地域への
愛着の関連因子

P-2-9 舟久保徳美 （福島県立医科大学医学部疫学講座）
医大生におけるパートナーの有無や生活習慣と主
観的幸福度との関連

P-2-10 多田 章夫 （兵庫大学健康科学部健康システム学科）
加西市におけるインセンティブを活用した健康づ
くりの効果の評価

P-2-11 月野木ルミ （東京医科歯科大学地域保健看護学分野）
CFIR-ERIC マッチングツールを用いた子育て中
の被扶養者女性に対する健診促進戦略

P-2-12 星野 明子 （大阪成蹊大学看護学部設置準備室）
コロナ禍の大都市における住民主体の健康増進活
動とその実施支援のための多機関の協働

P-2-13 丸山 広達 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり～国保の
特定健康診査項目の経年推移について～

P-2-14 福田 茉莉 （岡山大学学術研究院医歯薬学域）
高血圧と社会的要因との関連：就労状況に注目し
て

P-2-15 徳田 糸代 （弘前大学大学院医学研究科附属健康未来イノ
ベーションセンター）
買い物情報による栄養管理アプリと店頭健康度測
定を連動させた健康づくりプログラム

P-2-16 横瀬 愛 （甲州市役所健康増進課）
インセンティブ付き健康づくり事業実施5年目の
評価と今後の方向性

P-2-17 山上 順矢 （青森中央学院大学看護学部）
青森県の自治体職員におけるヘルスリテラシーお
よび生活習慣

P-2-18 田口 孝行 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
フレイル・ロコモ・低栄養該当者と社会とのつな
がり下位階層との関係

P-2-19 森本 明子 （大阪公立大学基礎看護科学看護情報学）
ヘルスリテラシーを考慮した受診勧奨資材の開
発：ヘルスコミュニケーションの実践報告

P-2-20 園田 奈央 （大阪公立大学基礎看護科学看護情報学）
特定健診実施医療機関向けの受診勧奨資材の開
発：ヘルスコミュニケーションの実践報告

P-2-21 湯舟 邦子 （東都大学）
妊娠期のうつのスクリーニング方法の検討

P-2-22 村山 陽 （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）
単身中高年者における生活時間が時間的切迫感を
介して精神的健康に及ぼす影響

第3分科会 生活習慣病・メタボリックシンドローム

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-3-1 謝敷 裕美 （順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座）
地域住民における歯痕舌と上腕血圧ならびに中心
血圧との関連：東温スタディ

P-3-2 工藤みき子 （昭和大学保健医療学部看護学科）
持続血糖測定器を用いた糖尿病重症化予防保健指
導の効果

P-3-3 中澤 有佐 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
特定健康診査の次年度受診割合と健診判定値の関
連

P-3-4 柿本理恵子 （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1報）

P-3-5 丸谷 美紀 （国立保健医療科学院）
特定保健指導動機付け支援における生活改善アプ
リ導入支援―前年度該当就労者の反応

P-3-6 齋藤 良行 （京都大学大学院医学研究科）
特定健康診査の標準的な質問票の活用状況に関す
る実態調査：保険者別の分析

P-3-7 鈴木 悟子 （富山大学学術研究部医学系）
特定健康診査の標準的な質問票の活用状況に関す
る実態調査：保健事業における活用

P-3-8 杉田由加里 （千葉大学大学院看護学研究院）
特定健康診査の標準的な質問票の活用状況に関す
る実態調査：市町村国保の分析

P-3-9 高木 佑介 （佐賀県伊万里保健所）
佐賀県ストップ糖尿病対策事業における県及び専
門医療機関と企業との連携について

P-3-10 小暮 真奈 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
健康診査への尿ナトリウム/カリウム比測定導入
から見えてきたことと今後の展開

P-3-11 牧 香里 （福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室）
日本人一般住民における塩分摂取量と肥満発症と
の関連：ISSA-CKD研究

P-3-12 裏 恵里子 （紀美野町保健福祉課）
小規模自治体における国保特定健診対象者のＨＬ
及びＳＳと受診行動の関連

P-3-13 大川内鉄二 （福岡看護大学看護学部）
地域在住住民のメンタルヘルスと骨量低下の関連
（長崎アイランドスタディ）

P-3-14 土田ももこ （筑波大学大学院人間総合科学学術院）
若年男性労働者における1年後の肥満発症に関係
する生活習慣

P-3-15 清水 悠路 （大阪がん循環器病予防センター循環器病予防部
門）
糖尿病と脳下垂体における甲状腺ホルモン感受性
の関係

P-3-16 清水 都 （サンスター株式会社研究開発統括部）
特定健診時の口腔清掃補助用具配布による使用定
着率および歯科的介入の効果

P-3-17 金子 紀子 （金沢医科大学医学部公衆衛生学講座）
地理的剥奪指標とがん罹患、検診発見状況との関
連：地域がん登録データを用いた分析

P-3-18 伊藤 直子 （大東文化大学スポーツ・健康科学部）
新しい生活様式における健診受診控えの要因の検
討

P-3-19 渡邊 真巳 （藤田医科大学医療科学部予防医科学分野）
住民健診受診者における白血球 SOCS3遺伝子
のDNAメチル化率が高血圧発症に及ぼす影響

P-3-20 服部 裕次 （藤田医科大学大学院医療科学部予防医科学分野）
住民健診受診者を対象とした脂肪肝と血清
BDNF量との関連

P-3-21 櫻井しのぶ （順天堂大学大学院医療看護学研究科）
成人女性の隠れ肥満の実態［第3報］-腹囲との
関係-

P-3-22 中西 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［第4報］-運動・身
体活動との関係-

P-3-23 高森 行宏 （（公財）田附興風会北野病院健康管理センター）
中高年女性におけるサプリメント摂取の有無と生
活習慣および健康状態の関連について

P-3-24 前田あゆみ （港区みなと保健所）
地域連携を基盤とした微量アルブミン尿検査を用
いた糖尿病性腎症重症化予防の取り組み

P-3-25 宮崎 純子 （大阪がん循環器病予防センター）
アウトカム評価の向上につながる特定保健指導の
検討

P-3-26 斉藤 功 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
心拍変動と健康関連QOLに関する横断的研究

P-3-27 谷口かおり （島根大学医学部環境保健医学講座（環境予防医
学））
地域住民のCOVID-19流行禍における身体活動
量の推移：益田研究

P-3-28 菅原 由美 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
睡眠時間と子宮内膜がん罹患リスクとの関連－宮
城県コホート研究－

P-3-29 山崎 恭子 （帝京大学医療技術学部看護学科）
子育て中の母親の子宮頸がん検診およびHPV検
査に関する捉え方について

P-3-30 吉村 直仁 （医療創生大学看護学部）
新しい生活様式におけるオンラインを用いた健診
に関する意識調査の研究

P-3-31 若山 怜 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
行動変容ステージと健診結果の傾向スコアを用い
た検討：愛知健康増進研究

P-3-32 岡崎可奈子 （福島県立医科大学保健科学部理学療法学科）
東日本大震災後のやせの新規発生と生活習慣・精
神的健康との関連：福島県県民健康調査

P-3-33 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）
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・管理率に与える影響

P-3-34 荒木田美香子（川崎市立看護大学）
40歳での特定健診受診者における38歳での若
年健診の有無による健診結果の比較

P-3-35 佐藤 洋子 （宮城県立がんセンター宮城県がん登録室）
がん登録情報を活用したがん対策の推進（第5
報）：市町村のがん登録情報活用支援事業

P-3-36 金村 政輝 （宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研
究部）
がん登録情報を活用したがん対策の推進（第6
報）：市町村のがん検診の精度管理

P-3-37 土江 沙彩 （全国健康保険協会富山支部）
遠隔面談を活用した初回面談の分割実施 ―集団
健診会場での試み―
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P-3-38 磯山 優 （帝京大学経済学部経営学科）
専門医の講演内容を生徒が親・祖父母に伝えるこ
とによる特定検診の受診率の変化

P-3-39 前野有佳里 （九州大学大学院医学研究院）
生活習慣病予防健診受診者のBMI と睡眠呼吸障
害の関連

P-3-40 金 光宇 （医療法人社団成和会西新井病院）
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

P-3-41 長内志津子 （青森県立保健大学）
青森県のがん経験者と医療者が捉えるがん医療上
のヘルスコミュニケーション特性

P-3-42 柳沼 純直 （全国健康保険協会宮城支部）
要治療者の受診行動の有無による医療費推移等に
関する研究

P-3-43 鈴木 康司 （藤田医科大学医療科学部予防医科学分野）
血清トコフェロール値と白血球SOCS3遺伝子
のDNAメチル化率との関連－Yakumo Study－

P-3-44 中川 実香 （大阪市立大学大学院生活科学研究科）
特定保健指導対象者の階層化におけるトリグリセ
ライドの基準値変更による影響

P-3-45 古賀美寿紀 （吹田市）
吹田市における糖尿病性腎症重症化予防の取組み

第4分科会 保健行動・健康教育

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-4-1 浪花 和紗 （大阪医科薬科大学）
飲食店における喫煙環境と従業員の新型コロナウ
イルスワクチン接種状況

P-4-2 矢田部尚子 （福岡歯科大学口腔歯学部）
呼気・口気のデュアル・ハイブリッド測定による
加熱式タバコを含む禁煙の動機づけ支援

P-4-3 谷本 敬 （寝屋川市保健所）
コロナ禍における寝屋川市小4児童の家庭内受動
喫煙の実態調査

P-4-4 玉田 雄大 （東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学）
高齢者の喫煙状況と健康・Well-being との関
連：Outcome-wide 縦断研究

P-4-5 門間 貴史 （筑波大学体育系）
COVID-19流行中における学生アスリートの生
活習慣―流行前との比較―

P-4-6 春日 秀朗 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
女性の多量飲酒につながる要因についての質的分
析：成人女性に対するインタビューから

P-4-7 宮脇 梨奈 （明治大学文学部）
デジタル・ヘルスリテラシー尺度（DHLI）日本
語版の信頼性と妥当性の検討

P-4-8 西中川まき （慶應義塾大学大学院医学研究科）
中高年者のヘルスケアアプリの使用と健康行動の
関連に対するヘルスリテラシーの関与

P-4-9 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）
乳児を育児中の母親を対象としたソーシャルメ
ディア利用と不眠および産後うつとの関連

P-4-10 山本美由紀 （弘前大学大学院保健学研究科）
看護学生における乳がん啓発教育実施前後の効果
検証

P-4-11 加藤 礼識 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
新型コロナ感染症\と温泉～「新しい生活様式」
は温泉入浴行動に影響を与えたのか？～

P-4-12 岡田 ゆみ （県立広島大学保健福祉学部保健福祉学科）
TPBを用いたBinge 飲酒に関する研究の文献レ
ビュー

P-4-13 町田 宗仁 （金沢大学医学系）
クリエイティブヘルス教育による小学生の関心の
変化について

P-4-14 小林 淳子 （仙台青葉短期大学看護学科）
20歳台・30歳台女性の喫煙・受動喫煙に関す
る縦断的調査

P-4-15 坂本 幸恵 （金沢市地域包括支援センターとびうめ）
地域包括支援センターにおける地域診断と事業計
画の連動性を実感できる研修

P-4-16 神田 秀幸 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科公衆衛生学）
青少年者におけるゲームに対する社会的対応の東
アジアの動向とわが国の課題

P-4-17 平田紀美子 （日本医科大学衛生学公衆衛生学）
『喫煙の健康影響教室』参加者の出産後のタバコ
煙のばく露状況及び喫煙習慣

P-4-18 稲葉 洋平 （国立保健医療科学院）
2020年から販売された加熱式たばこの成分分
析と初期型加熱式たばことの比較

P-4-19 三好 知美 （東京大学医学部附属病院）
テレビ番組と新聞記事に使用された遺伝学の基礎
用語に関する内容分析

P-4-20 波多野知英子（新潟市北区役所健康福祉課）
幼児期の子どもをもつ親の健康行動の実態とヘル
スリテラシー、健康情報の活用との関連

P-4-21 濱 秀聡 （大阪市都島区保健福祉センター）
改正健康増進法全面施行前後の職場及び家庭での
受動喫煙曝露の実態

P-4-22 岩永 資隆 （医療法人徳洲会宇治徳洲会病院健診科）
文部科学省による中学校学習指導要領の保健分野
の変遷の分析

P-4-23 田野 ルミ （国立保健医療科学院）
就労者における改正健康増進法の認知と喫煙およ
び受動喫煙状況との関連

P-4-24 伊藤 颯希 （岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻）
女子看護学生における子宮頸がん検診の受診行動
に関連する要因

P-4-25 岩本 哲也 （駒澤大学総合教育研究部スポーツ・健康科学部
門）
大学1年生におけるオンライン授業後の健康被害

第5分科会 親子保健・学校保健

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-5-1 松原 優里 （自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部
門）
コロナ下での母子保健支援の現状と支援者が抱え
る悩み（講習会前後アンケートから）

P-5-2 岩田 歩子 （あいち小児保健医療総合センター）
救急外来受診者と乳幼児健康診査受診者における
事故予防対策の比較

P-5-3 瀬在 泉 （防衛医科大学校医学教育部看護学科地域看護学
講座）
幼児期のデジタルメディア使用についての関連要
因

P-5-4 鈴木 仁枝 （島田市健康づくり課）
担当保健師による継続支援システムを導入した保
健師活動の実際：ネウボラの基盤

P-5-5 谷川 千春 （熊本大学生命科学研究部健康科学講座）
知的障害を伴わない発達障害児の保護者の育児不
安に関する文献検討

P-5-6 小島 令嗣 （山梨大学社会医学講座）
世帯収入と子どもの3歳時のアレルギー疾患との
関連：エコチル調査より

P-5-7 上原 里程 （国立保健医療科学院政策技術評価研究部）
「健やか親子21（第2次）」基盤課題Bの指標
を用いた地域相関の観察

P-5-8 喜屋武 享 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
青少年における健康行動の経済的不平等は
COVID-19パンデミック前後で異なるか

P-5-9 小倉加恵子 （鳥取県子育て・人財局家庭支援課）
鳥取県における5歳児健診のスクリーニングとし
ての有効性の検討

P-5-10 中川 彩見 （新見公立大学健康科学部看護学科）
乳幼児をもつ母親の不安全行動の実態

P-5-11 武井 勇介 （山梨大学大学院総合研究部）
産後うつ病に関する保健師の学習ニーズについて
の実態調査

P-5-12 柳 奈津代 （東京大学薬学系研究科育薬学講座）
保育園児の父親・母親が子どもに「指示どおり与
薬する」ための支援の検討

P-5-13 越智真奈美 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
産後早期の質問票を活用した、母親の育児困難お
よび虐待傾向のリスク評価尺度の検討

P-5-14 坂本めぐみ （公立小松大学保健医療学部看護学科）
公立学校児童生徒におけるインターネットゲーム
使用の現状と意識

P-5-15 小林こころ （神奈川県立こども医療センター）
看護師が捉えた，思春期1型糖尿病患者の自立へ
の移行において患者会が果たす役割

P-5-16 緒方 靖恵 （佛教大学保健医療技術学部看護学科）
経済不安と乳児を持つ母親の心身の状況との関連

P-5-17 濱浦 弘美 （大阪医科薬科大学看護学部公衆衛生看護学分野）
発達が気になり児童発達支援センターの親子療育
に参加している2歳児の母親の体験

P-5-18 石橋 優子 （久留米大学医学部公衆衛生学講座）
高校生におけるいわゆる「生理の貧困」問題につ
いて

P-5-19 畠山 典子 （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体制を導入した自治体
保健師のモチベーションに関する研究

P-5-20 大夛賀政昭 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
児童相談所における関係機関等との連携の実態と
課題

P-5-21 小川 将 （東京都健康長寿医療センター研究所）
産後ケア事業と高齢者ボランティアによる世代間
交流プログラムの実装と評価

P-5-22 杉浦 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）
愛知県内1歳6か月児健康診査における身長測定
法に関する実態調査

P-5-23 村上 慶子 （東北大学東北メディカル・メガバンク機構）
妊娠中の社会的孤立と産後ボンディング障害の関
連：三世代コホート調査

P-5-24 中島 素子 （金沢医科大学医学部衛生学）
高校生における授業中の居眠りと睡眠習慣・生活
習慣との関連

P-5-25 櫻井 勝 （金沢医科大学医学部衛生学）
高校生における6時間未満の睡眠と心と体の不調
の関連

P-5-26 吉田 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）
COVID-19の活動制限が小児の肥満に与えた影
響：11万人の学校健診情報による検討

P-5-27 松田 宣子 （関西国際大学保健医療学部看護学科公衆衛生看
護学領域）
子育て世代包括支援センターの機能および役割に
関する実態調査

P-5-28 金井 美希 （山梨県立大学看護学部）
障害児を持つ母親の就労に関する文献検討―就労
促進要因・阻害要因に焦点をあてて―

P-5-29 中川 朝子 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生
学）
小児における24時間クレアチニン排泄量予測の
ための各種式の比較

P-5-30 林 里沙子 （京都看護大学）
周産期の女性の意思決定葛藤への意思決定ガイド
を用いた支援：文献レビュー

P-5-31 大串友莉咲 （港区みなと保健所）
多角的屈折検査機器の導入を通じた3歳児健診の
質の向上について

P-5-32 細川 陸也 （京都大学大学院医学研究科）
青年前期における睡眠習慣と不適応行動との関連

P-5-33 佐竹 由貴 （和歌山県湯浅町役場健康推進課）
湯浅町年中児のSDQ得点分布と特徴：5歳児健
診事業データの分析と可視化による利活用

P-5-34 松岡 佳美 （世田谷区児童相談所）
世田谷区児童相談所保健師の活動報告～児相保健
師業務マニュアル・まとめの作成～

P-5-35 横尾 美星 （一般社団法人ラブテリ）
日本人小児の血中ヘモグロビン濃度とその関連因
子の検討

P-5-36 津村 千賀 （御坊市役所）
子育て世代包括支援センター「にっこりあ」和歌
山県御坊市の取組（第2報）

P-5-37 亀井 瑞生 （御坊市役所）
新型コロナウイルス感染症流行下の母子保健事業
を振り返って

P-5-38 加藤沙耶香 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生
学）
小児におけるメディアツール使用が与える自閉症
傾向への影響

P-5-39 平林今日子 （京都大学大学院医学研究科エコチル調査京都ユ
ニットセンター）
育児中の女性が抱える就労にまつわる課題：エコ
チル調査参加者を事例として

P-5-40 肥田 佳美 （椙山女学園大学看護学部）
家庭で乳児を育児する母親の気持ちに関連する諸
要因

P-5-41 渡邊 智 （株式会社バスクリン）
子育て家庭での浴槽浴頻度，入浴剤使用と入浴嗜
好，入浴法意識の関連

P-5-42 小番 美鈴 （株式会社バスクリン）
未就学児における寝付きに要する時間の実態と入
浴習慣との関連要因分析

P-5-43 村岡美由紀 （北栄町教育総務課）
保健・学校行政協働型「生きるための力の教育」
の推進

P-5-44 江崎 道代 （名古屋市中央児童相談所相談課）
児童相談所における保健師の役割の省察

P-5-45 舩越 弥生 （大分大学医学部公衆衛生・疫学講座）
小学4年生における4年後の肥満発症を予測する
リスクスコアの開発

P-5-46 西條 泰明 （旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分
野）
妊婦の心理的苦痛、教育歴、世帯収入と児の先天
性心疾患との関連：エコチル調査より

P-5-47 鈴木 惠三 （札幌医科大学医学部公衆衛生学講座）
砂糖消費量推移と学校保健のう蝕有病率推移の相
関、99年間の社会的実証例

P-5-48 石井 英子 （岐阜保健大学）
コロナ禍2年間の学校評価からの保護者と児童生
徒の認識状況の比較検討

P-5-49 吉田 美和 （元国際医療福祉大学大学院修士課程）
関東近郊に住む在日外国人の妊娠期の体験

P-5-50 浅野友佳子 （文屋内科消化器科医院訪問リハビリテーション
らいらっく）
放課後等デイサービスの利用者家族及び支援者の
自己効力感の違い

P-5-51 後藤 史子 （千葉県柏児童相談所）
児童相談所における保健師の役割～柏児童相談所
での保健師活動と職員アンケートから～
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P-5-52 関 美雪 （埼玉県立大学保健医療福祉学部）
乳児を持つ母親の育児情報に関するインターネッ
ト利用の実態

P-5-53 田野中恭子 （佛教大学保健医療技術学部看護学科）
ヤングケアラー・精神疾患の親とその子どもに関
する学校教員への講習効果の検証

P-5-54 池田佐知子 （西九州大学看護学部看護学科）
児童相談所における社会的養護児童の保健医療情
報把握に関する困りごと検討

P-5-55 外間知香子 （琉球大学医学部保健学科）
沖縄県内の自治体において妊娠届出時に把握して
いる情報の特徴

P-5-56 江上千代美 （福岡県立大学看護学部）
発達障がいの診断前の未就学児をもつ親の子育て
レジリエンスと子育ての適応

P-5-57 加藤 則子 （十文字学園女子大学幼児教育学科）
女性保護者の地域とつながる力と子育て支援資源
活用に関する検討

P-5-58 佐藤 美樹 （国立保健医療科学院生涯健康研究部公衆衛生看
護研究領域）
幼児を持つ親の家族エンパワメント尺度の子ども
の年齢別の適応可能性

P-5-59 土田 暁子 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）
妊娠中の魚介類・n-3系脂肪酸摂取と出生児の睡
眠との関連：エコチル調査より

P-5-60 辻 京子 （香川大学医学部看護学科地域看護学科）
小学校の養護教諭が捉えるヤングケアラーの実態

P-5-61 中野渡由佳里（前橋市役所子育て支援課）
妊婦歯科健康診査結果と母の歯に関する保健行動
と児の健康状態との関連

P-5-62 小原久未子 （関西医科大学医学部衛生・公衆衛生学講座）
コロナ禍における小学生の身体活動量や運動への
意欲の変化について

P-5-63 須山 聡 （北海道大学病院児童思春期精神医学研究部門）
在胎週数、出生時体重と5歳時の精神神経発達と
の関連についての検討：北海道スタディ

P-5-64 中村 晴信 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
大学生における減量に関する意思決定バランスと
社会的圧力および性格特性との関係

P-5-65 内田香奈絵 （筑西市こども部母子保健課）
1歳6か月児のメディア視聴時間・生活リズムの
それぞれとの発達の関連性について

P-5-66 西地 令子 （第一薬科大学看護学部）
妊娠・出産・育児における看護職の対応への認識
や保護者のニーズ調査

P-5-67 桃井 克将 （徳島文理大学保健福祉学部人間福祉学科）
小学生における首尾一貫感覚とやせ願望、および
その関連要因の検討

P-5-68 青柳 千春 （高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科）
学齢期の子どもの健康支援においてSC及び
SSWが捉えている学校との連携上の課題

P-5-69 松村 健太 （富山大学学術研究部医学系公衆衛生学講座）
妊娠中のソーシャルサポートと産後うつとの関
連：エコチル調査

P-5-70 藤村保志花 （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）
児童虐待対応において支援関係を形成する際の児
童相談所保健師の思考と行動

P-5-71 清水 洋子 （東京女子医科大学看護学部）
母親への児童虐待予防の個別支援からグループに
つなげるための保健師の取り組み

P-5-72 奥野みどり （群馬医療福祉大学看護学部）
群馬県におけるコロナ禍での1歳6か月児健康診
査（SACS-J-SV（1歳6か月児））の取組み

P-5-73 水田 明子 （鹿児島大学医学部保健学科地域看護学講座）
非常事態宣言下における保護者の主観的健康感と
小学生の生活状況との関連

P-5-74 大塚雄一郎 （日本大学医学部社会医学系公衆衛生学分野）
高校生に対する保健教育がインターネット問題使
用に及ぼす効果の検討

P-5-75 土江 梨奈 （島根大学地域・老年看護学講座）
外国にルーツを持つ子どもの養育環境における支
援～居住支援者へのインタビュー調査～

P-5-76 高木 由佳 （京都大学医学部人間健康科学科先端看護科学
コース）
月経前症候群に関するランダム化比較試験の介入
の種類と効果についての文献検討

P-5-77 楠田 美奈 （杏林大学保健学部看護学科看護養護教育学専攻）
コロナ禍における学童の骨評価値についての一考
察

P-5-78 植田紀美子 （関西大学人間健康学部）
発達が気になる子どもに関する子育て世代包括支
援センターへの相談状況と対応

P-5-79 並木 陽子 （前東京都立大学都市環境科学研究科）
ネガティブな被養育経験を有する母親に対する保
健師の支援プロセス

P-5-80 板東 利枝 （日本赤十字秋田看護大学大学院共同看護学専攻）
保育所等における死亡事故の傾向―教育・保育施
設等における事故報告集計を用いて―

P-5-81 新井 響子 （筑波大学人間総合科学学術院）
思春期小児がんサバイバーの首尾一貫感覚とがん
病歴，学校生活，精神健康との関係

P-5-82 中山 久子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
自閉スペクトラム症児における運動継続がWell-
being に及ぼす影響

P-5-83 甲斐恵理子 （大分県東部保健所）
大分県中央児童相談所における効果的な性教育の
あり方について

P-5-84 北瀬 晶子 （富山大学エコチル調査富山ユニットセンター）
出生コホート調査参加者の対面検査の受検と質問
票提出状況：エコチル調査

P-5-85 井上みゆき （和歌山県立医科大学保健看護学部）
早産児とその親のための早期介入プログラムの効
果：Scoping Reviews

P-5-86 鳥井 真美 （三重県津市健康づくり課）
産後ケア事業における産婦の不安の変化

P-5-87 須田 由紀 （山梨県立大学看護学部）
育てにくさを感じている親と判断する際の保健師
の年代別によるアセスメント視点の特徴

P-5-88 大澤 絵里 （国立保健医療科学院国際協力研究部）
児の発達の遅れがある母親の育児困難感と発達相
談支援受診の関連

P-5-89 山口 忍 （茨城県立医療大学保健医療大学看護学科公衆衛
生看護学）
全国市町村における5歳児全員を対象とした健康
診断の実施と課題

P-5-90 土井 理美 （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」：
2.東京都八丈町への導入と効果検証

P-5-91 伊角 彩 （東京医科歯科大学東京都地域医療政策学講座）
子育て環境診断・スキル向上サイト「もしプリ」：
1．東京都足立区への導入と効果検証

P-5-92 岡本 希 （兵庫教育大学人間発達教育専攻）
小学生における肥満と生活習慣と栄養摂取量との
関連

P-5-93 眞榮田ひなた（中城村役場）
第1報COVID-19流行下で乳幼児を育てる母親
の育児不安と育児仲間からのサポートの関連

P-5-94 當山 紀子 （琉球大学医学部保健学科）
第2報COVID-19流行下で乳幼児を育てる母親
のストレスと育児仲間からのサポートの変化

P-5-95 上原 蘭 （沖縄県中部保健所）
第3報COVID-19流行下で乳幼児を育てる母親
の育児負担感とパートナーのサポートの関連

P-5-96 小松 法子 （創価大学看護学部）
母子健康手帳の利活用調査第1報 1999年時調
査との比較を中心に

P-5-97 渡邉 洋子 （八王子市保健所）
母子健康手帳の利活用調査第2報 平成24年改
訂項目の保護者活用状況

P-5-98 西村 悦子 （聖路加国際大学大学院看護学研究科）
母子健康手帳の利活用調査第3報 保健医療従事
者への質的調査

P-5-99 古舘 愛子 （帝京大学大学院公衆衛生学研究）
母子健康手帳の利活用調査第4報 次期改訂への
要望のテキストマイニング法分析

P-5-100 古川 照美 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
親の睡眠習慣、リテラシーと子どもの生活習慣の
関連

P-5-101 大野 智子 （青森県立保健大学健康科学部栄養学科）
幼児の出生体重と現在の体格および食事摂取状況

P-5-102 盛 美咲 （青森県立保健大学大学院保健・医療・福祉政策
システム）
3歳時の親のリテラシーと間食の与え方、食事配
慮状況

P-5-103 大和谷りつ子（岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻）
海外赴任でタイへ帯同し未就学児を育てる母親に
対するサポートの現状と課題

P-5-104 志澤 美保 （京都府立医科大学大学院保健看護学研究科）
地域で取り組む年長児SST活動の実践

第6分科会 高齢者のQOLと介護予防

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-6-1 加藤（中川）雄樹
（オムロン株式会社イノベーション推進本部自立
支援事業推進部）
大分県における通所型短期集中予防サービスの利
用者特徴分析と生活機能改善効果の検証

P-6-2 岩井 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）
日本人高齢者における口腔機能と要支援・要介護
認定との関連： 3年間の縦断的研究

P-6-3 河合 恒 （東京都健康長寿医療センター研究所）
コロナ禍における地域高齢者の家族・非家族ネッ
トワークの変化パターン：お達者研究

P-6-4 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性

P-6-5 横山 友里 （東京都健康長寿医療センター研究所）
体操を中心とした通いの場への参加が地域在住高
齢者のフレイルに及ぼす効果

P-6-6 諸岡 歩 （兵庫県保健医療部健康増進課）
PDCAサイクルに基づくフレイル対策の推進（第
1報：マルチセクター連携の有効性）

P-6-7 中野真理子 （兵庫県福祉部国保医療課）
PDCAサイクルに基づくフレイル対策の推進（第
2報：プログラム評価指標の作成と検証）

P-6-8 津田みど理 （兵庫県保健医療部健康増進課）
PDCAサイクルに基づくフレイル対策の推進（第
3報：地域高齢者のフレイルの実態）

P-6-9 杉浦 圭子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
社会的孤立および孤独感と就労との関連の検討：
システマティックレビュー

P-6-10 中本 五鈴 （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）
高齢期の就労と抑うつの縦断的関連の検討：シス
テマティックレビュー

P-6-11 江尻 愛美 （東京都健康長寿医療センター研究所）
通いの場における運営母体による課題認識の差
異：参加者への実態調査から

P-6-12 伊藤久美子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
通いの場参加者における生きがい感の関連要因の
検討：参加者への実態調査から

P-6-13 相良 友哉 （東京都健康長寿医療センター研究所）
都内シルバー人材センター会員が従事する主な業
務における事故および怪我の実態

P-6-14 阿部 巧 （東京都健康長寿医療センター研究所）
シルバー人材センター会員におけるフレイルと安
全就業との関連性

P-6-15 野藤 悠 （東京都健康長寿医療センター研究所）
「シルバー人材センターと連携した通いの場」へ
の参加による要介護化の抑制効果

P-6-16 藤原 佳典 （東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と
地域保健研究チーム）
温泉観光地における高齢者の居住歴と心身社会的
特徴、健康・ウエルビーイングとの関連

P-6-17 川込あゆみ （日本医療科学大学保健医療学部看護学科）
認知症サポーター養成講座等受講による認知症の
人への理解度の相違：JAGES横断研究

P-6-18 夏井 康樹 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
学歴とサクセスフル・エイジングとの関連：大崎
コホート2006研究

P-6-19 矢野 敦大 （茨城県立健康プラザ介護予防推進部）
新型コロナウイルス感染症流行下の住民参加型の
体操普及活動と介護認定状況との関連

P-6-20 原 修一 （アール医療専門職大学リハビリテーション学部）
新型コロナウィルス感染症流行時における在宅高
齢者の口腔関連QOLに関連する要因

P-6-21 村田千代栄 （東海学園大学健康栄養学部）
ポジティブ心理学を応用したグループプログラム
が高齢者の認知機能に与える効果

P-6-22 篠原 彩 （大分県立看護科学大学看護研究交流センター）
看護学生による予防的家庭訪問実習（第9報）：
世代間交流が高齢者に及ぼす影響

P-6-23 出野 紀子 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
神奈川県藤沢市におけるステイホームダイアリー
による高齢者の孤立予防の取り組み

P-6-24 岩垣 穂大 （金城学院大学）
三重県名張市におけるステイホームダイアリーに
よる高齢者の孤立予防の取り組み

P-6-25 橋本 充代 （獨協医科大学教育支援センター地域医療教育部
門）
宇都宮市における高齢者の自主グループリーダー
の特性の検討

P-6-26 木下 ゆり （東北生活文化大学短期大学部）
東日本大震災から9年半後の高齢者の主観的幸福
感と関連要因：相馬市での横断研究

P-6-27 乗越 健輔 （広島国際大学看護学部）
認知症高齢者の就業継続支援に関する質的研究

P-6-28 京極 千鶴 （公益財団法人宮城県結核予防会健康相談所興生
館）
フレイルアンケートを活用した健康意識に影響を
与える因子の関係性調査

P-6-29 佐藤ゆかり （岡山県立大学保健福祉学部）
認知症ケアの階層モデル構造をふまえた介護福祉
士の認知症ケア実践の変化

P-6-30 田中 龍舞 （武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科）
地域高齢者のサルコペニアの可能性及び運動実践
の有無と身体・栄養状態の関連について

P-6-31 輿水めぐみ （滋賀医科大学）
転入高齢者を支援する専門職が行うアセスメント
における職種別の特性



１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

EP

282 283

P-6-32 横川 吉晴 （信州大学医学部）
フレイル健診参加者の特性とフレイル・プレフレ
イルとの関連

P-6-33 岩崎 祐子 （愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学科）
通いの場に通う高齢者の尿排泄課題及び相談先等
の実態について

P-6-34 深谷 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・非対面接触と孤立感および生
活満足度との関係

P-6-35 高橋 直美 （岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
地域在住高齢者のメタボリックシンドロームと要
介護認定との関連について

P-6-36 柳澤 杏衣 （大阪市福祉局）
3か月間百歳体操を継続した前後の体力測定結果
の変化

P-6-37 山崎 幸 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野）
食事バランスガイド遵守と要介護認知症との関
連：東温スタディ

P-6-38 小城 京子 （県民健康プラザ健康増進センター）
コロナ禍における健康増進施設定期利用高齢者の
運動頻度増減が健康に及ぼす影響

P-6-39 迫田有璃香 （釧路市福祉部介護高齢課）
釧路市における住民主体の新しい通いの場（通所
型サービスB）の創出と今後の展望

P-6-40 西山 緑 （宇都宮大学地域デザイン科学部）
健康な高齢女性における転倒不安とプレフレイル
状態の関与

P-6-41 木村みさか （同志社女子大学看護学研究科）
地域在住高齢者におけるやる気スコア（アパシー）
とフレイルとの関連

P-6-42 笠井 貴志 （都留市長寿介護課）
新型コロナウイルス感染症流行下における通いの
場支援方法および活動状況の変化

P-6-43 雛倉 圭吾 （東京都健康長寿医療センター研究所）
中高年者の LINE利用は居住形態に関連する：世
代と性別に着目した検討

P-6-44 平井 一芳 （福井県立大学看護福祉学部看護学科）
地域在住高齢者のフレイルとその関連要因（身体
活動、睡眠、うつ、社会生活）との関係

P-6-45 藤田 幸司 （東京都健康長寿医療センター研究所）
ボランティア活動をしている高齢者の地域活動参
加頻度低下と心身の健康との関連

P-6-46 金子 理恵 （株式会社くまもと健康支援研究所）
通所型サービスCへ参加した要支援者の傾向

P-6-47 中谷 芳美 （福井県立大学看護福祉学部看護学科）
地域在住高齢者の生きがいの有無と関連する要
因：高齢者の年齢を3区分した分析

P-6-48 岩本 里織 （神戸市看護大学）
COVID-19流行禍の地域包括支援センターの活
動の実態

P-6-49 植木 章三 （大阪体育大学教育学部）
地域高齢者の携帯端末等の活用状況とフレイル傾
向や社会的つながり等との関係

P-6-50 加藤 清人 （平成医療短期大学リハビリテーション学科）
COVID-19流行期間に新たに始めた健康保持活
動の有無と活動種目－JAGESプロジェクト－

P-6-51 堀 紀子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
新型コロナウイルス感染症流行以前の外出および
交流頻度と身体的なフレイルとの関連

P-6-52 三根眞理子 （長崎大学原爆後障害医療研究所）
被爆超高齢者における運動と社会参加が介助と長
寿に与える効果

P-6-53 山中 信 （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢就労者における仕事に対するやりがいおよび
負担感とフレイルとの関連

P-6-54 山本 亮 （株式会社くまもと健康支援研究所）
健康状態不明者における特性および適切なサービ
ス接続への効果検証

P-6-55 竹田 徳則 （名古屋女子大学医療科学部）
コロナ禍において再開された通いの場への参加者
割合 －武豊プロジェクト

P-6-56 田中 元基 （東京都健康長寿医療センター研究所）
自治体職員の認識する一般介護予防事業における
通いの場支援の課題とその対応

P-6-57 松尾 洋 （株式会社くまもと健康支援研究所）
自動車学校と連携した認知症予防・共生の取り組
みについて

P-6-58 天野奥津江 （都留市長寿介護課）
都留市在住の全ての75歳高齢者を対象とした身
体・認知機能測定会による実態把握

P-6-59 山田 卓也 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
地域在住高齢者におけるフレイル悪化と社会参加
継続との関連：3年間コホート研究

第7分科会 高齢者の医療と福祉

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-7-1 杉山 美香 （東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と
精神保健研究チーム）
地域在住高齢者の日常生活支援ニーズに認知機能
低下と性差は関連があるか

P-7-2 山内加奈子 （福山市立大学教育学部）
地域高齢者の感覚器（視力・聴力）が10年後の
要介護に及ぼす影響

P-7-3 白部 麻樹 （東京都健康長寿医療センター研究所）
認知症の人への歯科診療困難事例の実態調査報告

P-7-4 佐々木晶世 （公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団）
訪問看護師が在宅ホスピス入居者へ実施するアセ
スメント～看護記録の分析より～

P-7-5 土屋瑠見子 （一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会
医療経済研究機構）
介護保険制度における住宅改修サービスの申請実
態の把握と職種別に見た改修目的の違い

P-7-6 佐藤美由紀 （新潟大学大学院保健学研究科）
アクションリサーチを用いたコロナ禍における認
知症家族介護者による電話相談の評価

P-7-7 平山 修一 （株式会社ツルハ調剤薬局ツルハドラッグ元町駅
前店）
薬剤師の往診同行による施設への影響について

P-7-8 森田 彩子 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
地域高齢者における親密な社会的ネットワークの
情緒的特性～抑うつ症状に着目した分析

P-7-9 渡邊 祐紀 （東海大学教育開発研究センター）
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（2）

P-7-10 作山美智子 （東北文化学園大学看護学科）
要介護者の生活を支える介護職のコミュニケー
ション

P-7-11 彦 聖美 （金城大学看護学部看護学科）
男性介護者世帯に対する防災対策支援の実態調査
（第二報）

P-7-12 斎藤 民 （国立長寿医療研究センター）
一般成人における認知症者の社会参加に対する支
援意識とその関連要因

P-7-13 泉宗 美恵 （山梨県立大学看護学部）
終末期がん療養者の在宅看取りに関する介護支援
専門員の認識

P-7-14 大浦 智子 （奈良学園大学保健医療学部）
コロナ禍における高齢者介護従事者の仕事に対す
る不安と心配

P-7-15 杉原 陽子 （東京都立大学都市環境学部都市政策科学科）
介護保険サービスの自己負担割合増額が利用者の
負担感とサービス利用に及ぼす影響

P-7-16 筒井 孝子 （兵庫県立大学大学院社会科学研究科）
在宅要介護高齢者の3年間における状態像の変化
と利用サービスの関連に関する研究

P-7-17 東野 定律 （静岡県立大学経営情報学部）
介護技術評価に基づくOJTの導入による介護現
場における人材マネジメントへの効果

P-7-18 谷口 涼音 （滋賀医科大学公衆衛生看護学講座）
診療報酬からみた在宅看取り期のリロケーション
の実態

P-7-19 向山 秀 （山梨大学大学院医工農総合教育学部社会医学講
座）
新型コロナウイルス感染拡大が通所リハビリテー
ション利用者の身体機能に及ぼす影響

P-7-20 田口（袴田）理恵
（共立女子大学看護学部地域在宅看護学領域）
ゲーム形式ACP普及啓発ツール「人生会議トラ
ンプ」の開発

P-7-21 長谷部雅美 （聖学院大学心理福祉学科）
単身中高年者が求める経済的支援に関わる公的な
制度・サービスの利用要件の性別比較

P-7-22 岸 恵美子 （東邦大学看護学部）
地域包括支援センターが対応しているセルフ・ネ
グレクト事例の実態

P-7-23 白石みどり （藍野大学短期大学部第一看護学科）
COVID-19禍での在宅看護論実習における看護
学生の学び

第8分科会 地域社会と健康

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-8-1 野口 詩織 （東京医科歯科大学医学部大学院医歯学総合研究
科国際健康推進医学分野）
ソーシャルキャピタルと好意的性差別、その男女
差について：JACSIS 研究

P-8-2 山崎 由花 （東京医科大学医学教育学分野）
LGBTQｓの人々の受療行動を妨げる要因-自由
記述の質的分析による探索的検討

P-8-3 小林 周平 （千葉大学）
近隣の生鮮食料品店と高齢者の健康・well-be-
ing：JAGES 2013-2016-2019 outcome-
wide 分析

P-8-4 島田 裕平 （東京大学大学院法学政治学研究科）
非正規移民におけるCOVID-19ワクチンアクセ
スについての市区町村を対象にした電話調査

P-8-5 西垣 美穂 （千葉大学予防医学センター）
水辺訪問と健康行動・うつとの関連：高齢者にお
ける横断研究

P-8-6 黒田 藍 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
住民主体の地域食堂が提供する惣菜の栄養分析の
プロセスと分析結果を用いた取組

P-8-7 山下 真里 （東京都健康長寿医療センター研究所認知症未来
社会創造センター）
社会活動の選択に関連する性格特性：活動種類別
の検討

P-8-8 高橋 知也 （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）
都市在住高齢者における被援助志向性に関連する
身体，心理および社会的要因

P-8-9 高木 二郎 （山陽学園大学大学院看護学研究科公衆衛生学）
COVID-19発生後の social capital の変化と
psychological distress、疲労との関連

P-8-10 目良 宣子 （山陽学園大学看護学部）
地域調査におけるCOVID-19に関する不安

P-8-11 成定 明彦 （愛知医科大学産業保健科学センター）
地域の社会経済状態と熱中症救急搬送

P-8-12 長 大介 （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）
ICT を用いた対人コミュニケーション頻度がシニ
アの心理・社会・生活機能に及ぼす影響

P-8-13 細川 佳能 （早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）
都市部におけるわんわんパトロールの社会的役
割：質的研究

P-8-14 野中久美子 （東京都健康長寿医療センター研究所）
若中年層による「プロボノ」と地域活動参加意欲・
行動との関連

P-8-15 高瀬 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）
両親の生活支援活動への参加状況と本人の参加状
況の関連

P-8-16 斎藤 みほ （東京都健康長寿医療センター研究所）
高齢者と子育て世代による世代間交流促進の機序
に関する調査研究

P-8-17 児玉小百合 （相模女子大学短期大学部食物栄養学科）
高齢のボランティア団体におけるコロナ禍の心理
的健康とソーシャルキャピタルの関連

P-8-18 村山 洋史 （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症流行下の社会的孤立と
孤独感の推移：2時点の大規模全国調査

P-8-19 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が行き交う中山間地域の一
般市民の移動に対する満足度

P-8-20 平井 寛 （山梨大学大学院総合研究部）
傾向スコアマッチングを用いた高齢者優遇乗車制
度の利用と高齢者の活動性の関連の検討

P-8-21 宮本 和子 （山梨大学大学院）
山梨県A市中心街での「地域のつながり拠点」
ケーススタディからの発見

P-8-22 木下 徹 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学）
北海道沼田町のトマトまたはサウナを活用した地
域住民との健康づくり活動

P-8-23 藤野 善久 （産業医科大学環境疫学研究室）
COVID-19流行下における日本人労働者のプレ
ゼンティーズムと貧困

P-8-24 伊藤 常久 （東北生活文化大学）
東日本大震災後の8年半にわたる料理教室の活動
体系と自主開催への移行事例の特徴

P-8-25 村山 幸子 （株式会社エス・エム・エス）
現役勤労者におけるプロボノ活動参加動機：テキ
ストデータ分析による検討

P-8-26 倉岡 正高 （東京都健康長寿医療センター研究所）
多世代型居場所・プログラムの仕組みと仕掛け：
運営者の視点と課題

P-8-27 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 第1報 地域
支援活動への参加意向

P-8-28 小泉 沙織 （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 第2報 高齢
者の閉じこもりに関連する要因

P-8-29 小菅 英恵 （（公財）交通事故総合分析センター）
交通事故統計データによる運転者の死亡事故惹起
性と居住者の死亡危険性の定量評価

P-8-30 冨崎 悦子 （慶應義塾大学）
健康と社会参加促進に向けたコミュニティ・エン
パワメント研究1：地域の魅力と課題

P-8-31 田中 笑子 （武蔵野大学）
健康と社会参加促進に向けたコミュニティ・エン
パワメント研究2：減災とレジリエンス
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第9分科会 難病・障害の医療と福祉

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-9-1 風間 邦子 （長野県健康福祉部保健疾病対策課）
長野県における小児慢性特定疾病児童等の生活に
関するアンケート調査【第1報】

P-9-2 長瀬 有紀 （長野県健康福祉部）
長野県における小児慢性特定疾病児童等の生活に
関するアンケート調査【第2報】

P-9-3 島田 直樹 （国際医療福祉大学基礎医学研究センター）
特発性血小板減少性紫斑病（ITP）の性・年齢別
頻度分布の推計

P-9-4 鈴木 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3/4年度活動報告

P-9-5 木村 朗 （群馬パース大学大学院保健科学研究科）
郊外在住の高齢失明者が遭遇するスマートフォン
利用時障壁の実例

P-9-6 今村 円香 （新潟県福祉保健部健康づくり支援課）
ALS患者・家族が療養生活の選択において直面
する課題

P-9-7 亀井 哲也 （藤田医科大学医療科学部）
スモン患者検診データベースに基づく検討第1報
実施方法別の検診の受診率

P-9-8 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
検診の受診継続の関連要因

P-9-9 江藤亜紀子 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
災害対策を視野に入れた慢性疼痛管理に関する文
献調査

P-9-10 中江 秀幸 （東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学
科）
在宅パーキンソン病患者に対する生活状況調査－
2地域の比較－

第10分科会 精神保健福祉

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-10-1 中西 清晃 （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究
所）
所沢市精神障害者アウトリーチ支援事業における
支援の実態

P-10-2 西内絵里沙 （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究
所）
所沢市精神障害者アウトリーチ支援事業における
支援効果

P-10-3 西村 拡起 （高知大学医学部法医学講座）
自殺剖検例の毛髪中ニコチンおよびコチニン濃度

P-10-4 松永 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）
生活困窮者自立支援の取組と課題及びニーズに関
する研究

P-10-5 末永 智子 （福岡県精神保健福祉センター）
ゲートキーパー研修事業の取組～ゲートキーパー
セミナー等に係る指導者養成研修～

P-10-6 大島 珠子 （山陽学園大学看護学部看護学科公衆衛生看護学）
農福連携に取り組む事業者の役割認識とその変
化－事業者のインタビュー調査から―

P-10-7 山崎 幸子 （文京学院大学）
中高年ひきこもり当事者が社会とつながるまでの
過程

P-10-8 眞崎 直子 （聖マリア学院大学看護学部）
災害時要援護精神障害者への支援の必要量の推計
と推計方法の検討

P-10-9 岡本 光 （大阪府藤井寺保健所）
新型コロナウイルス感染症が大学生の体調や心理
状態に与えた影響

P-10-10 新島 怜子 （群馬県こころの健康センター）
発達障害特性を有する成人期の対象に対する行政
保健師の保健指導の工夫

P-10-11 長橋真由美 （新潟市保健衛生部こころの健康センター）
精神障がい者の高齢家族が当事者の将来の生活に
対して抱く想いに関する質的記述的研究

P-10-12 小松 広美 （秋田県精神保健福祉センター）
秋田県ひきこもり相談支援センター継続相談につ
いての一考察

P-10-13 江藤 孝史 （洛和会音羽病院麻酔科）
オープンデータを用いた8050問題の現状と支
援－社会的孤立を防ぐアプローチ－

P-10-14 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）
統合失調症の人の主観的な「調子」の概念：文献
検討

P-10-15 鈴木 聡子 （防衛医科大学校衛生学公衆衛生学講座）
ストレスチェック票を用いたクリーニング従事者
のメンタルヘルスに関する研究

P-10-16 木津喜 雅 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）
自殺者数と薬物中毒の入院件数との関連：二次医
療圏別の地域相関研究

P-10-17 中尾 裕之 （宮崎県立看護大学）
長期入院している統合失調症患者の地域移行支
援～患者が必要とする情報やサービス～

P-10-18 青石 恵子 （熊本大学大学院生命科学研究部）
器質性精神疾患患者における地域移行支援への認
識の変化

第11分科会 口腔保健

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-11-1 井上 裕子 （東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野）
自立高齢者の口腔ケアと肺炎経験の関連：機械学
習（TMLE）を用いた分析

P-11-2 城 隆太郎 （ライオン株式会社研究開発本部）
就労者におけるオーラルケア行動と風邪罹患との
関係

P-11-3 北林 珠奈 （武庫川女子大学大学院生活環境学研究科）
大学生における口腔保健行動の現状と集団への効
果的な歯科保健啓発と課題について

P-11-4 北村 匠 （愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）
職域成人における定期歯科受診が血糖コントロー
ルに及ぼす影響

P-11-5 石川 美希 （サンスター株式会社研究開発統括部）
職域世代における歯間清掃具の継続使用による歯
周病関連指標の変化について

P-11-6 松井 大輔 （京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医
療疫学）
過敏性腸症候群と口腔状態に関する検討

P-11-7 黒坂 寛 （大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教
室）
顎顔面の形態や機能が小児の睡眠の質に与える影
響について

P-11-8 中久木康一 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急
災害医学分野）
無歯科医地区などを含む過疎地域における『訪問
歯科診療』の安定供給に関する調査

P-11-9 千葉 円 （愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）
職域成人の未処置歯保有に関連する要因

P-11-10 木藤 久尚 （愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）
職域成人の定期歯科受診に関連する要因

P-11-11 釘宮 嘉浩 （国立長寿医療研究センター歯科口腔外科部）
高齢者を対象とした口腔機能低下症のスクリーニ
ング方法の検討：お達者研究

P-11-12 吉森 和宏 （千葉県衛生研究所）
新型コロナウイルス感染症流行下の千葉県内の市
町村の成人歯科健診の実施状況について

P-11-13 加藤 一夫 （愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）
S-PRGフィラー由来フッ化物イオンの口腔内停
滞性の検討

P-11-14 江國 大輔 （岡山大学学術研究院医歯薬学域予防歯科学分野）
日本の大学生における歯周病の有病者率とその関
連因子；10年間のデータからみる傾向

P-11-15 荻野 大助 （名寄市立大学保健福祉学部）
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3報）

P-11-16 小島 美樹 （梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
高齢者における咀嚼状態の自己評価と共食頻度と
の関連

P-11-17 三浦 宏子 （北海道医療大学歯学部保健衛生学分野）
自治体の特性と地域歯科保健活動に関するテキス
トマイニング分析

P-11-18 林 眞由 （サンスター株式会社）
おくち元気年齢の開発とおくち元気年齢算出機能
搭載アプリの評価：お達者健診研究

P-11-19 福田 英輝 （国立保健医療科学院歯科口腔保健研究分野）
市町村における歯周疾患検診に関する実施体制と
歯周疾患検診受診率との関連

P-11-20 山本 貴文 （国立保健医療科学院）
口腔の健康とソーシャルキャピタルとの関わり：
縦断研究を中心にした文献レビュー

P-11-21 島村 萌緑 （東京医科歯科大学国際健康推進医学分野）
日本の高齢者における小児期の先延ばし傾向と残
存歯数との関連

P-11-22 福田 雅臣 （日本歯科大学生命歯学部衛生学講座）
健康保険組合の口腔保健活動への対応状況

P-11-23 安藤 雄一 （国立保健医療科学院生涯健康研究部）
医療機関委託による乳幼児歯科健診の実施動向：
地域保健・健康増進事業報告による分析

P-11-24 岩川 舞香 （筑波大学医学群医学類）
要介護高齢者に対する歯科衛生士による口腔ケア
の実施実態と関連要因

P-11-25 松本 祐介 （岐阜県歯科医師会）
年齢階級別口腔機能検査値の推移

P-11-26 森田 一三 （日本赤十字豊田看護大学）
オーラルフレイルが始まる年齢の推定

第12分科会 感染症

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-12-1 今井 明子 （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（2）：欧米
諸国の入国前結核健診事業概要

P-12-2 泊 賢太郎 （さいたま市健康科学研究センター）
さいたま市内で分離されたA群溶血性レンサ球
菌の血清型と薬剤耐性について

P-12-3 出口 優介 （帝京大学薬学部環境衛生学研究室）
流行地域と非流行地域とでのHTLV-1キャリア
支援の違い

P-12-4 筒井 理華 （青森県健康福祉部保健衛生課）
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（続報）

P-12-5 松本 良二 （千葉県香取保健所）
新型コロナウイルス感染症と結核「結核対策は後
戻りしたのか？」

P-12-6 蕪木 康郎 （さいたま市健康科学研究センター）
SARS-CoV-2流行下で流行したヒトパラインフ
ルエンザウイルス3型の遺伝子解析

P-12-7 小沼 未聖 （横浜市健康福祉局健康安全課）
横浜市における新型コロナウイルス感染症の流行
による結核患者発見の契機への影響

P-12-8 坂本 博文 （川口市国民健康保険課）
令和3年度 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

P-12-9 上田あさ子 （愛知県清須保健所）
不法滞在の外国出生結核患者に対するSNSを活
用した支援の実際

P-12-10 沢田あゆみ （ライオン株式会社研究開発本部）
就労者における生活習慣と風邪罹患との関係

P-12-11 間越 千文 （大分県西部保健所地域保健課）
管内看護職を対象とした結核に関する実態調査か
らみえた現状と課題

P-12-12 野田 博之 （大阪大学大学院）
日本におけるC. difficile による腸炎の死亡の経
時変化

P-12-13 霜村 竜匡 （大阪市西成区役所）
病識がなく結核治療に対して拒否的な喀痰塗抹陽
性肺結核患者事例からの学び

P-12-14 永田 容子 （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（COVID-19）流行
前後の勧告入院肺結核患者の診断時の状況

P-12-15 杉山美奈子 （墨田区保健所保健予防課）
家庭内でのA型肝炎集団感染事例

P-12-16 太田 晶子 （埼玉医科大学医学部社会医学）
感染症発生動向調査に基づく検討第1報警報・注
意報の2020年の発生状況

P-12-17 川戸美由紀 （藤田医科大学医学部衛生学講座）
感染症発生動向調査に基づく検討第2報罹患数推
計値の2020年とそれ以前の比較

P-12-18 村上 義孝 （東邦大学医学部社会医学講座医療統計学分野）
感染症発生動向調査に基づく検討第3報 インフ
ルエンザ病原体情報の検体情報の解析

P-12-19 橋本 修二 （藤田医科大学）
感染症発生動向調査に基づく検討第4報全数把握
対象疾患の2020年の報告状況

第13分科会 健康危機管理

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-13-1 田辺 正樹 （三重大学医学部附属病院感染制御部）
COVID-19流行前後の感染対策物資使用量の変
化に関する検討

P-13-2 水野 怜香 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究
科）
炊き出しにおける要配慮者対応の可能性：炊き出
し団体へのインタビュー

P-13-3 黒田 梨絵 （桐生大学医療保健学部）
山梨県A市における住民主体の初動体制の構築
を目指した活動と課題

P-13-4 内藤 惠介 （東京都福祉保健局保健政策部）
東京都酸素・医療提供ステーション開設活動報
告：災害医療の視点と公衆衛生医師の役割

P-13-5 堀越 直子 （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セン
ター）
避難者における相談できる家族の存在と心理的ス
トレスの影響：福島県「県民健康調査」

P-13-6 小林 智之 （福島県立医科大学医学部災害こころの医学講座）
福島第一原発事故後のレジリエンスが放射線関連
不安に及ぼす影響
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P-13-7 小森賢一郎 （国立保健医療科学院）
災害時おける保健所業務量推計システム構築に関
する研究

P-13-8 北村 弥生 （長野保健医療大学）
町内会による災害時避難行動要支援者名簿登載者
のニーズ把握

P-13-9 尾関佳代子 （浜松医科大学健康社会医学講座）
災害時を考慮に入れた薬局のオンライン対応及び
連携状況に関する調査

P-13-10 池田 和功 （和歌山県湯浅保健所）
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-13-11 皆川 洋子 （愛知県衛生研究所生物学部ウイルス研究室）
地方衛生研究所ウイルス検査部門の人材確保に資
するコンピテンシーリストの作成

P-13-12 川上 総子 （長崎県県南保健所）
長崎県災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）
活動の実際および課題の考察

P-13-13 貞升 健志 （東京都健康安全研究センター微生物部）
アンケート調査からみた地方衛生研究所における
初期の新型コロナウイルス検査体制

P-13-14 中里 栄介 （杵藤保健所兼務佐賀県健康福祉政策課）
COVID-19クラスター発生施設等支援のための
専門家チームと行政との協働の取り組み

P-13-15 西原 三佳 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
東日本大震災復興期における子育て関連要因の経
年変化と支援に関する一考察

P-13-16 服部希世子 （熊本県人吉保健所）
近接性優先の段階を踏んだDHEAT応援派遣体
制の構築

P-13-17 藤牧 貴子 （大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座環境
医学）
高齢者の五大死因における死亡動向からみた東日
本大震災の影響

P-13-18 武田 道子 （四国大学学際融合研究所）
災害時健康を守る地域共助力評価尺度の開発（第
2報）‐妥当性の検討-

P-13-19 曽根 志穂 （金城大学公衆衛生看護学専攻科）
災害時の住民の健康と備えに関する調査

P-13-20 村山留美子 （神戸大学人間発達環境学研究科）
新型コロナウイルス感染防止行動実施の意向に関
わる要因について

P-13-21 時田 礼子 （東京情報大学看護学部看護学科）
災害時保健活動における地元関係団体との連携

P-13-22 雨宮 有子 （千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科）
災害時の保健活動推進のための連携強化に資する
体制（1）所属機関の異なる保健師間

P-13-23 宮崎美砂子 （千葉大学大学院）
災害時保健活動における所属機関の異なる保健師
間の連携

P-13-24 奥田 博子 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部）
災害時の保健活動推進のための連携強化に資する
体制（2）地元関係団体

P-13-25 近見 貴子 （久留米市役所健康福祉部保健所保健予防課）
災害に備えた平常時からの取り組みについて

P-13-26 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）
Twitter における感染症への疑問点の抽出と考
察―サル痘に着目して

第14分科会 医療制度・医療政策

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-14-1 小池 創一 （自治医科大学地域医療学センター地域医療政策
部門）
都道府県における医師確保に向けた諸課題に関す
る研究

P-14-2 平石 達郎 （奈良県立医科大学公衆衛生学講座）
奈良県における病床機能報告の課題分析

P-14-3 齋藤 英子 （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）
乳がんサバイバーにおける身体活動介入の費用対
効果：マイクロシミュレーション研究

P-14-4 松田 亮三 （立命館大学産業社会学部）
刑事収容施設の医療体制―欧州を中心とした公衆
衛生アプローチの国際的動向

P-14-5 渡邉 直行 （神奈川県足柄上センター）
医療放射線安全文化-医療放射線安全の持続可能
性を目指して-

P-14-6 大島 克郎 （日本歯科大学東京短期大学）
Web調査を用いた国民のかかりつけ歯科医の保
有状況とその特性に関する分析

P-14-7 須藤茉衣子 （国立成育医療研究センター）
日本におけるレセプトデータ研究の概況：スコー
ピングレビュー

P-14-8 柿沼 倫弘 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部）
大規模レセプトデータを用いた脳梗塞治療に関す
る地域医療提供体制の検討

P-14-9 岡本 翔平 （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）
Healthy ageing の経済的便益：逸失賃金と医
療費・介護費による推計

P-14-10 箕浦 明 （昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座）
COVID-19パンデミックにおける昭和大学病院
の糖尿病患者の受診動向

P-14-11 村松 圭司 （産業医科大学医学部公衆衛生学）
産婦人科医師及び妊産婦における多元的無知と分
娩取扱医療機関統合についての意向

P-14-12 岩崎 陽平 （東京医科歯科大学病院救命救急センター）
全国における救急科専門医の地域偏在に関する分
析

P-14-13 名越 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（2022年報告）

P-14-14 水沼眞紀子 （ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）
佐賀市における子宮頸がん検診受診によるがん関
連医療費削減効果の検証

P-14-15 庄野あい子 （昭和薬科大学社会薬学研究室）
高齢者に対する肺炎球菌ワクチン接種の費用効果
分析：PCV15, PCV20 vs. PPSV23

P-14-16 谷原 真一 （久留米大学医学部公衆衛生学講座）
地域住民における処方薬剤数の分布

P-14-17 荒神 裕之 （山梨大学医学部附属病院医療の質・安全管理部）
医療安全支援センターの設置数に関する経時的変
化－平成18（2006）年からの検討－

P-14-18 今井 博久 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
わが国の地域フォーミュラリに関する医師の意識
調査

P-14-19 飯塚美知郎 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
地域フォーミュラリ導入による医療経済効果の検
証

第15分科会 公衆衛生従事者育成

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-15-1 大倉 美佳 （山梨県立大学看護学部看護学科）
公衆衛生看護学概論における「地域看護」に対す
る関心度・理解度を高める学習方略

P-15-2 三浦 佳奈 （福島学院大学短期大学部食物栄養学科）
新型コロナウイルス感染症禍における食品衛生学
実験プログラム開発の試みと教育効果

P-15-3 板井 麻衣 （順天堂大学医療看護学部）
地域老人クラブ活動に学生補助員として参加する
看護学生の特徴

P-15-4 光武 誠吾 （東京都健康長寿医療センター研究所福祉と生活
ケア医療・介護システム研究）
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関
する研修会事業の実施と評価

P-15-5 森 裕樹 （東京都健康長寿医療センター研究所）
フレイル予防を目的とする通いの場の担い手向け
プログラムの実施と評価

P-15-6 金田 光平 （埼玉医科大学医学教育センター）
医学部4年生の地域社会の健康課題に関する認識
の経年的な変化の検討

P-15-7 飯田 綾香 （神奈川県立保健福祉大学）
市町村の行政栄養士がスキルアップするために必
要な研修及び環境・体制整備

P-15-8 桑原 恵介 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
分野横断的な研究プラットフォーム「社会医学若
手フォーラム」の活動報告と将来展望

P-15-9 岡本 玲子 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
公衆衛生看護における事業実装力向上プログラム
の開発―オンライン基礎編の検討―

P-15-10 村山加那子 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
新任期保健師の事業実装力と保健師コンピテン
シーとの関連

P-15-11 忠津 吏湖 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
保健師の事業実装力と管轄人口規模との関連－経
験年数別比較－

P-15-12 廣瀬 浩美 （愛媛県今治保健所）
自治体に勤務する公衆衛生医師の獲得と離職予防
に関する県型保健所の調査

P-15-13 工藤 恵子 （帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科）
見取り図活用の映像媒体を用いた新任保健師研修
プログラムの試行

P-15-14 本郷 貴士 （吉備国際大学大学院保健科学研究科保健科学専
攻）
臨床経験を有する看護師の編入学の動機、阻害・
促進要因の構造

P-15-15 池田 裕子 （京都府立医科大学大学院保健看護学研究科）
保健師の管理的能力を育成するための統括保健師
の困難の検討

P-15-16 高見 栄喜 （関西看護医療大学看護学部専門基礎分野）
卒業を規定する初年次因子の検討ー3年間の地方
看護学生調査ー

P-15-17 渡邉 靜 （共愛学園前橋国際大学短期大学部）
栄養士・管理栄養士の実践力向上を目指す学修方
法について

P-15-18 岩瀬 敏秀 （岡山県備前保健所）
保健所実習の及ぼす学生の意識への影響

P-15-19 小出 恵子 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
PDCAサイクルの改善の実施に必要な公衆衛生
看護技術

P-15-20 赤間 由美 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻）
山形大学版保健師に求められる実践能力と卒業時
の到達目標と到達度の改訂

P-15-21 藤川 あや （日本赤十字看護大学さいたま看護学部）
全国47都道府県における市町村保健師管理期を
対象とした研修に関する実態調査

P-15-22 松永 洋子 （国際医療福祉大学保健医療学部看護学科）
ジョブローテーションの有効性と人材育成の課題
等に関する市町村統括保健師の考え

P-15-23 吉岡 京子 （東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学
専攻）
保健医療福祉計画策定に関する保健師WEB教育
プログラムの開発：パイロット調査

P-15-24 坂元友理子 （田川市役所）
地域づくりができる保健師の人材育成を目指して

P-15-25 安達 美佐 （栄養サポートネットワーク合同会社）
生活習慣改善の支援スキル向上のための「スキル
チェック表」評価の妥当性の検証

P-15-26 室岡 真樹 （新潟県福祉保健部医師・看護職員確保対策課）
県保健師の倫理的課題への対応力向上を目指した
取組みー自主的研修会の結果よりー

P-15-27 砂原 雅美 （関西福祉大学看護学部）
新型コロナウイルス感染拡大前後における保健師
教育課程の学生自己評価の比較

P-15-28 岡本名珠子 （岐阜大学医学部看護学科地域看護学分野）
保健師学生の自己評価からみるCOVID－19感
染拡大下の保健師基礎教育の現状と課題

P-15-29 由田 克士 （大阪公立大学大学院生活学研究科食栄養学分野
公衆栄養学）
10年後を見据えた新しい自治体管理栄養士養成
プログラムのアウトライン

P-15-30 奥野ひろみ （信州大学医学部保健学科看護学専攻）
データ分析から計画策定までの研修開発とその効
果に関する研究

P-15-31 仲里 良子 （順天堂大学医療看護学部公衆衛生看護学）
公衆衛生看護学実習に健康教育の対象者として関
わる老人クラブ会員の実習に対する意識

P-15-32 田中 結香 （山梨学院短期大学保育科）
保育者等のスーパービジョンに関する文献レ
ビュー

P-15-33 後藤 広恵 （梅花女子大学看護保健学部看護学科）
新任保健師の個別支援における戸惑い～個別支援
事例レポートからの検討～

P-15-34 原田 小夜 （梅花女子大学看護保健学部看護学科）
滋賀県の初任者研修の取り組みの効果と課題～初
任者2年目の課題レポートから～

第16分科会 保健所・衛生行政・地域保健

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-16-1 公文 一也 （高知県安芸福祉保健所）
高知県における農福連携の拡大と深化～促進要因
について考察～

P-16-2 武田 環 （お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究
科ライフサイエンス専攻食品栄養科学コース）
災害時の栄養に配慮した弁当提供に関する弁当業
者へのインタビュー

P-16-3 赤塚 永貴 （慶應義塾大学看護医療学部）
保健師活動への ICT活用の促進要因・阻害要
因：文献レビュー

P-16-4 千葉 彩 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
養育里親の継続意欲の要因分析より、養育里親を
増やすための要因について

P-16-5 金森 弓枝 （熊本大学大学院生命科学研究部看護学専攻）
感染症発生時の保健師活動に活かすための地域看
護診断に関する文献検討

P-16-6 廣瀬 真美 （山梨県福祉保健部健康増進課）
将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・
立案に関する検討（第1報）

P-16-7 原田 直樹 （長野県佐久保健福祉事務所）
将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・
立案に関する検討（第2報）

P-16-8 工藤 加奈 （北海道岩内保健所）
将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・
立案に関する検討（第3報）

P-16-9 大類 真嗣 （仙台市精神保健福祉総合センター）
東日本大震災後の支援者向けメンタルヘルスに関
するオンデマンド研修プログラムの実装

P-16-10 松本 伸哉 （島根大学医学部環境保健医学講座）
島根県医療情報ネットワーク（まめネット）のグ
ラフ分析による連携関係の解析
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P-16-11 越田美穂子 （富山県立大学看護学部地域看護学講座）
A県自治体における質的調査による一体的実施事
業の組織連携体制の現状と課題

P-16-12 藤原 菜摘 （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）
糖尿病性腎症重症化予防事業における望ましい連
携についての検討

P-16-13 植原 千明 （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）
保健師の活動体制と保健師活動指針の推進状況と
の関連

P-16-14 桜井 万弓 （栃木県県北健康福祉センター）
地域・職域連携推進部会における3年間の取組と
展望

P-16-15 坂戸 綾華 （修文大学看護学部看護学科）
効果的な術前不安への介入と多職種連携について
の文献検討

P-16-16 前川 明宏 （岩手県奥州保健所）
岩手県奥州保健所管内におけるCOVID-19に対
する活動とパートナーシップの変容過程

P-16-17 芝田登美子 （三重県鈴鹿保健所）
新型コロナウイルス感染症自宅療養フォローアッ
プセンターにおける地域連携の推進

P-16-18 中山 文子 （川口市保健所）
医療法に基づく立入検査により明らかになった課
題を踏まえた院内感染対策研修会実施

P-16-19 藤田 利枝 （長崎県県央保健所）
長崎県及び熊本県の2保健所における新型コロナ
ウイルス感染症対応重点化の経験

P-16-20 山口 一郎 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
医療機関の放射性排水設備の放射線安全評価に関
する検討

P-16-21 兒玉 慎平 （鹿児島大学医学部保健学科地域包括看護学講座）
保健師のマンパワーの変化と標準化死亡比の経験
的ベイズ推定量の変化の関係

第17分科会 公衆栄養

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-17-1 津端奈緒美 （名古屋市立大学大学院医学研究科公衆衛生学分
野）
精神疾患患者における生活習慣改善プログラムの
検討

P-17-2 浦部 大策 （聖マリア病院国際事業部）
食材の利用現状と食の安全保障

P-17-3 松崎 有紗 （愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学）
ダイエット食品に対するインターネット上の口コ
ミデータにみる減量者の口コミの特徴

P-17-4 青山 友子 （国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所）
食物摂取頻度調査参加者における食事調査に対す
る認識

P-17-5 松田 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）
パーソナライズドプロテインについての需要調査
とアルゴリズムの検討

P-17-6 大津山 建 （株式会社明治）
個別化栄養に対応したプロテイン摂取推奨の仕組
みと検証事例

P-17-7 奥田 昌之 （山口大学大学院創成科学研究科）
中学生の食事と食事バランスガイド

P-17-8 飯坂 真司 （淑徳大学看護栄養学部栄養学科）
高齢者のネットスーパー利用に関わる要素：体験
会参加者へのインタビュー

P-17-9 大塚 彩子 （秋田県北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部）
「北秋田発・地域で取り組む健康づくり」事業の
一考察

P-17-10 演題取り下げ

P-17-11 大内田由美 （大阪市保健所）
若い女性の骨粗しょう症検診結果と食生活等との
関連について

P-17-12 荒井今日子 （女子栄養大学大学院）
埼玉県在住壮中年者の家庭内・家庭外からの食塩
摂取源の特徴：県民栄養調査結果から

P-17-13 渡邉 純子 （南九州大学健康栄養学部）
青少年における教育評価のためのクラスター無作
為化比較試験での食事摂取量評価

P-17-14 黒川 浩美 （大阪青山大学健康科学部健康栄養学科）
食習慣改善支援の経験年数の違いによる指導の在
り方

P-17-15 成瀬 祐子 （松本大学人間健康学部）
学校給食が小学1年生の食に対する意識および態
度に及ぼす影響

P-17-16 井上 清美 （姫路獨協大学看護学部）
食育推進活動を育むネットワークアクション ―
コロナ禍での工夫に着目して―

P-17-17 福村 智恵 （大阪公立大学大学院生活科学研究科）
兵庫県民栄養調査における食物摂取頻度調査結果
と推定24時間尿中Na/K比の関連

P-17-18 林 芙美 （女子栄養大学栄養学部）
COVID-19流行下における食生活関心度の変化
と食行動・食物摂取状況の変化との関連

P-17-19 市川 菜美 （山梨学院大学健康栄養学部）
山梨県における成人の栄養摂取状況の推移－県民
栄養調査結果より－

P-17-20 長田 陽奈 （山梨学院大学健康栄養学部）
山梨県における小学生の共食状況と朝食摂取状
況、食意識及び不定愁訴の関連

P-17-21 小嶋 汐美 （常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科）
若年者における静岡県版食品摂取頻度調査票（短
縮版）の妥当性の検討

P-17-22 五領田小百合（山形大学農学部食農総合科学研究室）
コロナ禍における多業種連携による食習慣を見直
すきっかけづくり

第18分科会 健康運動指導

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-18-1 丸山 哲 （早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）
勤労者における座位行動の変容ステージによる行
動経済学的特性の差異

P-18-2 山内 賢 （慶應義塾大学体育研究所）
歩行企図から三歩までの歩容に関する事例的研
究～フレイルとロバストの介入比較～

P-18-3 植杉 優一 （武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科）
健常者におけるTimed Up & Go Test と身体
特性および身体活動量との関連：東温スタディ

P-18-4 松原 建史 （株式会社健康科学研究所）
公共運動施設利用者における医療費適正効果の施
設利用状況を考慮した縦断的検討

P-18-5 円丁 春陽 （神戸大学大学院保健学研究科）
コロナ禍において参加者主体の運動教室運営を目
指した取り組み

P-18-6 江川 賢一 （東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科運
動生態学研究室）
「スポーツ都市あきる野」推進計画によるスポー
ツ実施率の最終評価

P-18-7 李 相潤 （青森県立保健大学）
中年女性における職種の特性が身体活動と骨密度
に及ぼす影響

P-18-8 水野かゞみ （中部学院大学スポーツ健康科学部）
教職を目指す聴覚障がい学生に対する水泳指導の
課題

P-18-9 野路 慶明 （東北大学大学院医学系研究科）
握力および脚伸展力で測定した各筋力と生理学的
データの関連

P-18-10 齋藤 義信 （日本体育大学スポーツマネジメント学部）
近隣環境オーディットツールMAPS Global 日
本版の信頼性

P-18-11 篠田 邦彦 （身体運動研究会篠田塾）
ウオーキングを足がかりとした離島における健康
増進とスポーツ推進の融合

第19分科会 食品衛生・薬事衛生

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-19-1 高畑 能久 （大阪成蹊大学フードシステム研究室）
テイクアウト・デリバリー施設における食品防御
対策の現状調査

P-19-2 神奈川芳行 （奈良県立医科大学医学部公衆衛生学講座）
食品防御ガイドライン：デリバリー事業者及び利
用事業者向けチェックリストの試作

P-19-3 新納 穂南 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
フードデリバリーサービスの広がりによる食品防
御上の新たな課題

P-19-4 大野 陽大 （別府大学食物栄養科学部発酵食品学科）
アルバイトによる不適切な食品の取り扱いをどう
防ぐべきか？

P-19-5 田中 聡子 （名古屋市保健所熱田保健センター）
調理工程における細菌汚染状況の可視化とその活
用

P-19-6 辻村 和也 （長崎県環境保健研究センター保健衛生研究部生
活化学科）
インシリコ解析/LC-MS検出法に基づく新型コ
ロナウイルス検査の実用性評価

P-19-7 長田 雅子 （天使大学大学院助産研究科）
市販挽肉における各種ブドウ球菌種の分布状況と
薬剤感受性

P-19-8 設樂 紘史 （さいたま市健康科学研究センター生活科学課）
畜水産物に残留する農薬及び動物用医薬品の同時
分析法に関する検討

P-19-9 古谷 貴志 （福岡県保健環境研究所保健科学部生活化学課）
食品中のビニール様片の材質確認検査について

P-19-10 藤井 仁 （目白大学看護学部看護学科）
指定成分等含有食品（プエラリア・ミリフィカ）
のリスク情報と行動変容に関する分析

第20分科会 産業保健

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-20-1 望月由紀子 （東邦大学看護学部）
日本の産業保健専門職による健康施策形成過程に
影響する要因に関する文献レビュー

P-20-2 清水美代子 （日本赤十字豊田看護大学看護学部）
運輸業におけるトラック運転手の腰痛と心理社会
的要因との関連

P-20-3 大坪 翼 （鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野）
行政職員のプレゼンティーズムと睡眠の質、喫
煙、飲酒の関連における男女別分析

P-20-4 千葉 敦子 （青森県立保健大学健康科学部看護学科）
健康事業を共同展開する卸団地内企業における取
組状況と職業性ストレスとの関連

P-20-5 足立 勝宣 （修文大学看護学部）
交替勤務者のワーク・エンゲイジメントに影響を
与える職場環境要因の検討

P-20-6 西本 大策 （鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻）
看護師におけるバーンアウトとレジリエンスに対
する介入試験後の変化に関する研究

P-20-7 市川なつみ （青梅市立総合病院）
高カカオチョコレート摂取をした看護師の夜勤勤
務中の疲労度に関連する要因

P-20-8 横山 和仁 （国際医療福祉大学大学院）
日本人労働者のSelf-Endangering Work Be-
havior（自己を危険にさらす働き方）

P-20-9 岩田 徹也 （愛知県済生会リハビリテーション病院）
労働寿命の観点から考える当院における高齢医師
の現状について（第2報）

P-20-10 和田 直子 （新潟医療福祉大学看護学部看護学科）
どうしたら未就学児を抱えながら仕事をしている
女性の職場満足感は高まるのか？

P-20-11 日高 友郎 （福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座）
大学医学部における労働者のニーズに基づく職場
ダイバーシティ推進のためのモデル検討

P-20-12 岡田 武夫 （大阪がん循環器病予防センター予防推進部）
健診受診者に見る抑うつ傾向の出現と消失に関係
する因子

P-20-13 細田 武伸 （鳥取大学）
消防職員の歯科口腔保健についての研究

P-20-14 山崎 雪恵 （岡山大学学術研究院医歯薬学域法医学分野）
法医剖検例における肝炎、HIVおよびトレポ
ネーマ等の抗原・抗体検査の陽性率の考察

P-20-15 森田 貴子 （聖路加国際大学公衆衛生大学院）
COVID-19感染症パンデミックが研修医のメン
タルに及ぼした影響

P-20-16 大山 篤 （（株）神戸製鋼宇所東京本社健康管理センター）
特定健診・標準的な問診票の歯科関連項目におけ
る正規／非正規雇用労働者の回答の検討

P-20-17 二瓶 映美 （秀明大学看護学部看護学科）
国内における中小規模事業所での健康支援に関す
る研究の動向

P-20-18 橋本 祐樹 （花王株式会社パーソナルヘルスケア研究所）
就寝前に目元を休める習慣によって社員を
“GENKI”にする取り組み

P-20-19 北野 順子 （花王株式会社パーソナルヘルスケア研究所）
日中の目休め休息習慣によって社員を“GENKI”
にする取り組み

第21分科会 環境保健

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-21-1 猪飼 宏 （京都府立医科大学医学・医療情報管理学）
京都府下飲食店でのリアルタイムCO2測定と分
析のフィードバックを通じた換気の啓発

P-21-2 緒方 文彦 （近畿大学薬学部公衆衛生学研究室）
水系環境保全のための廃棄物バイオマスを用いた
有害重金属の除去技術

P-21-3 齋藤みのり （千葉大学工学部）
空気中有害化学物質の個人曝露濃度測定と影響評
価

P-21-4 戸次加奈江 （国立保健医療科学院）
玩具の使用を介した子どもへの化学物質曝露に関
する実態調査

P-21-5 宮原 恵子 （長崎国際大学健康管理学部）
環境問題に対する意識と食生活における使い捨て
プラスチック消費状況

P-21-6 後藤 隼 （（公財）日本建築衛生管理教育センター）
都道府県・政令指定都市におけるレジオネラ症対
策関連条例の制定状況の調査
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P-21-7 林 基哉 （北海道大学大学院建築都市部門）
建築物の空調換気設備と環境衛生の実態 その2
COVID-19事例における空調換気の調査

P-21-8 菊田 弘輝 （北海道大学大学院建築都市部門）
建築物の空調換気設備と環境衛生の実態その3
コールセンターにおける空調換気の調査

P-21-9 開原 典子 （国立保健医療科学院）
建築物の空調換気設備と環境衛生の実態その4興
行場の衛生管理と室内環境

P-21-10 本間 義規 （国立保健医療科学院）
建築物の空調換気設備と環境衛生の実態その5映
画館内浮遊微粒子の空間挙動の把握

P-21-11 伊庭千恵美 （京都大学大学院）
建築物の空調換気設備と環境衛生の実態その6
海外の規制等に関する文献調査

P-21-12 関 健介 （杏林大学保健学部診療放射線技術学科）
放射線防護剤としてのインドール化合物の量子化
学的検討

P-21-13 牛山 明 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
加熱式たばこエアロゾルばく露による健康ハザー
ド探索のための動物実験システムの構築

P-21-14 山下 清佳 （鹿児島県環境保健センター食品薬事部）
鹿児島県内の水道原水に含有される有機フッ素化
合物（PFOS及びPFOA）について

P-21-15 小澤 亨司 （小澤歯科医院）
空気清浄器の除塵効果

P-21-16 阪東美智子 （国立保健医療科学院生活環境研究部）
ビルメンテナンス業における消毒・清掃ガイドラ
インに関するニーズ調査

P-21-17 鹿嶋小緒里 （広島大学大学院 IDE国際連携機構Center for
the Planetary Health and Innovation Sci-
ence）
日本の10都道府県における黄砂のヘルスインパ
クトアセスメント

P-21-18 伊藤 由起 （名古屋市立大学大学院医学研究科環境労働衛生
学）
子どもの香り付き製品使用の実態調査

P-21-19 石月 眞名 （大阪大学医学部附属病院看護部）
大学の教室における空気環境の実態

第22分科会 国際保健

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-22-1 小林 久美 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
ケニアナイロビ市内にあるスラム地域の子どもの
健康栄養調査

P-22-2 柳澤沙也子 （長崎大学生命医科学域（保健学系））
インドネシアにおける高齢者の血圧と保健施設へ
のアクセスに影響する要因

P-22-3 高橋 宗康 （岩手医科大学医学教育学講座）
日本と韓国における「悪い」主観的健康感の男女
格差の国際比較

P-22-4 芝山江美子 （上武大学看護学部看護学科）
新型コロナ感染症拡大の中でポシアンドゥにおけ
る高齢者の生活変化の調査

P-22-5 鈴村 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5報）

P-22-6 白山 芳久 （順天堂大学大学院医学研究科グローバルヘルス
リサーチ）
ブータン国における新型コロナウイルス感染症パ
ンデミックと暴力被害

P-22-7 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（第2報）

P-22-8 上野 里美 （清泉女学院大学看護学部）
フィリピンろう者の健康観に関する質的研究－サ
マール島・カルバヨグ市の調査－

P-22-9 武藤三千代 （日本医科大学スポーツ科学教室）
カンボジアの子どもたちの健康づくり －ラジオ
体操を実施して－

第23分科会 保健医療介護サービス研究

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-23-1 中尾 杏子 （東京大学未来ビジョン研究センターデータヘル
ス研究ユニット）
健康保険組合における重症化予防事業のアウト
プット・アウトカム達成度に関する分析

P-23-2 松本 佳子 （医療経済研究機構）
第8期介護保険事業計画における「アウトカム指
標」の設定状況

P-23-3 橘 とも子 （国立保健医療科学院研究情報支援研究センター）
災害時の安心・安全に向けた、在宅患者報告アウ
トカム（PRO）データの有用性検証

P-23-4 川邊万希子 （筑波大学人間総合科学学術院人間総合科学研究
群）
ダブルケアを行う者と育児のみの者における生活
習慣、健康と生活満足度の比較

P-23-5 松田 智行 （茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科）
AI による要介護認定審査支援の開発にむけた全
国調査（1）認定審査の実施方法と実態

P-23-6 森山 葉子 （国立保健医療科学院）
AI による要介護認定審査支援の開発にむけた全
国調査（2）主治医意見書と重度化の関係

第24分科会 新型コロナウイルス感染症

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-24-1 佐久間信行 （北海道日高振興局保健環境部保健行政室（北海
道浦河保健所））
新型コロナ感染症対応で悩ましかったこと～～進
化論的考察も踏まえて～～

P-24-2 下田 有佳 （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2報）：利用者調査

P-24-3 村岡 広代 （神奈川県健康医療局医療危機対策本部室）
新型コロナウイルス感染症の神奈川モデルと保健
所連携

P-24-4 康 史朗 （大阪市保健所感染症対策課）
新型コロナウイルス感染者の死亡者数と経済格差
との関連

P-24-5 瀬戸 順次 （山形県衛生研究所）
エクセルVBAを用いた新型コロナウイルス検査
台帳システムの構築

P-24-6 澤村 大輔 （北海道大学大学院保健科学研究院）
作業療法士における治療の質，心理状態，ワーク
ライフへの領域特異的なCOVID-19の影響

P-24-7 松岡 裕之 （長野県飯田保健所）
COVID-19抗原定性キット採取部位により抗原
量が異なる

P-24-8 後藤 善則 （福井市保健所）
第6波におけるCOVID-19患者発生時の入所系
高齢者施設に対する保健所の支援とその限界

P-24-9 野尻 麻友 （富山県高岡厚生センター）
高齢者入所施設のコロナ感染拡大防止対策の支援
について

P-24-10 大西 一成 （聖路加国際大学大学院公衆衛生学研究科）
パンデミック禍におけるマスク着用方法の違いに
よるマスク内への飛沫侵入率

P-24-11 梅村 朋弘 （愛知医科大学医学部衛生学講座）
COVID-19の流行が自損行為企図に及ぼす影響

P-24-12 中部 貴央 （東京大学医学部附属病院国立大学病院データ
ベースセンター）
COVID-19流行下における社会的偏見と差別の
実態とその関連要因の探索

P-24-13 清水 兼悦 （札幌山の上病院リハビリテーションセンター）
新型コロナウイルス感染拡大下におけるリハビリ
テーション専門職の役割【第1報】

P-24-14 佐々木嘉光 （公益社団法人日本理学療法士協会）
新型コロナウイルス感染拡大下におけるリハビリ
テーション専門職の役割【第2報】

P-24-15 森 寛子 （静岡社会健康医学大学院大学疫学領域）
高齢者のワクチン非接種者と摂取躊躇者の意思決
定への検討：静岡ワクチン接種研究2

P-24-16 坂井 美穂 （富山県砺波厚生センター（保健所））
第5波と第6波における新型コロナウイルス患者
の肺炎リスクの比較検討

P-24-17 稲垣 智一 （東京都北区保健所）
東京都北区の新型コロナウイルス感染症：発生届
に基づく症状と重症度の期間別比較

P-24-18 井上まり子 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
新型コロナウイルスワクチン接種と陽性率：発生
届とワクチン記録突合に基づく検証

P-24-19 須藤 恭子 （国立国際医療研究センター国際医療協力局）
東京都北区における新型コロナウイルス感染症陽
性者のワクチン接種状況別重症度と特徴

P-24-20 澤村 信哉 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）
COVID-19流行中における学生アスリートの精
神健康と心理社会的要因の状況

P-24-21 木村 尚史 （北海道大学大学院医学研究院公衆衛生学教室）
札幌市における新型コロナウイルス感染症罹患後
症状の実態

P-24-22 矢野 拓弥 （三重県保健環境研究所）
SARS-CoV-2（オミクロン株）のゲノム分子疫
学解析による系統調査 -三重県

P-24-23 市倉加奈子 （北里大学医療衛生学部保健衛生学科）
オンライン診療にて患者が好印象を抱く医療者の
表情推定：機械学習モデル適用の可能性

P-24-24 大沼 暢乃 （埼玉県朝霞保健所）
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する
訪問診療体制構築の実践報告

P-24-25 佐藤 菊枝 （名古屋大学医学部附属病院メディカル IT セン
ター）
愛知県内医療施設形態における新型コロナウイル
ス感染症入院患者の受療状況

P-24-26 北原 瑞枝 （長野市保健所）
長野市の新型コロナウイルス感染症第5波におけ
る感染者から同居者への感染率の推移

P-24-27 小林 良清 （長野市保健所）
長野市の新型コロナウイルス感染症第6波におけ
るワクチン接種状況と感染者数との関連

P-24-28 中村多美子 （群馬県健康福祉部感染症・がん疾病対策課）
「群馬県病院間調整センター」による新型コロナ
ウイルス感染症患者の入院調整

P-24-29 三浦利恵子 （公益財団法人郡山市健康振興財団）
新型コロナウイルス感染症流行に伴う運動習慣の
変化

P-24-30 橋本ルイコ （千葉県衛生研究所）
ウイルス含有飛沫を想定したスモークの拡散に対
するパーティションの有効性評価

P-24-31 深瀬 裕子 （北里大学医療衛生学部）
精神疾患患者のコロナ禍におけるうつ症状とリス
ク要因：縦断調査による検討

P-24-32 山村 綾香 （茨城県竜ケ崎保健所）
COVID-19クラスター対応から明らかになった
課題と保健所の役割

P-24-33 福川 康之 （早稲田大学文学部心理学教室）
新型コロナウイルス禍における日本人の行動変容
に関する検討

P-24-34 綿貫 大智 （北海道大学医学院社会医学分野公衆衛生学教室）
COVID-19における発症から陽性確定の遅れに
関連する患者要因の分析

P-24-35 杉山 拓洋 （株式会社 JMDC）
コロナ禍における勤労者のメンタルヘルスの受診
動向に関する実態調査

P-24-36 西本 春香 （広島県立総合精神保健福祉センター）
新型コロナウイルス感染症事案対応における新任
期保健所保健師の感情労働の実際

P-24-37 荒川 泰雄 （東京都福祉保健局南多摩保健所）
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）全症例のまとめ

P-24-38 平石 智美 （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）
コロナ禍での人々の生活習慣病等における受療状
況の実態と長期的な影響に関する検討

P-24-39 板谷 智也 （金沢大学医薬保健研究域）
COVID-19流行による外出頻度や活動の変化に
関する実態調査

P-24-40 塩田 千尋 （東北大学）
SARS-CoV-2流行下における日本の一般住民の
予防行動の遵守割合の推移

P-24-41 江原 勇登 （埼玉県衛生研究所ウイルス担当）
埼玉県における新型コロナウイルスの主流系統の
推移について

P-24-42 宜保 輝 （埼玉県衛生研究所）
埼玉県におけるCOVID-19ワクチン接種による
死亡及び重症化リスクの軽減効果

P-24-43 高橋 愛貴 （新宿区保健所）
新宿区における新型コロナウイルス感染症対策―
行政と医療の緊密な連携

P-24-44 秦 暁子 （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に伴う年代別学校
教員の残業時間の変化

P-24-45 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）
COVID-19流行による外出行動変化と性格特性
の関連：質問紙調査による横断的観察研究

P-24-46 筑紫 智哉 （九州大学経済学部経済工学科）
COVID-19流行前後における特定健診結果の変
化：LIFE Study

P-24-47 島本太香子 （奈良大学社会学部総合社会学科）
新型コロナウイルス感染症対策下の健康に関連す
る社会的要因の検討（市民調査から）

P-24-48 劔 陽子 （熊本県菊池保健所）
保健所における新型コロナウイルス感染症に係る
外国人対応事例

P-24-49 依田 健志 （川崎医科大学公衆衛生学）
COVID-19ワクチン接種意欲とその理由に関す
る日タイ比較調査

P-24-50 門脇 睦美 （世田谷保健所感染症対策課）
世田谷区における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報告

P-24-51 冨岡 公子 （奈良県立医科大学県民健康増進支援センター）
保健師数とCOVID-19罹患率についての都道府
県別生態学的研究

P-24-52 藤沼 裕希 （千葉県衛生研究所）
千葉県におけるCOVID-19流行前後の流入下水
中の下痢症ウイルスの動向

P-24-53 佐藤 彰紀 （中野区保健所保健予防課）
濃厚接触者リスクアセスメント票の活用について
の報告

P-24-54 平賀 瑞雄 （鳥取県倉吉保健所）
オミクロン株に対する鳥取方式 倉吉保健所にお
ける成果と課題
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P-24-55 村上邦仁子 （東京都西多摩保健所）
コロナ第六波西多摩保健所管内の高齢者福祉施設
における発生探知状況と平時対策の検証

P-24-56 演題取り下げ

P-24-57 吉田 弘 （国立感染症研究所）
ポリオ環境水サーベイランスを基盤とした下水中
の新型コロナウイルス調査

P-24-58 北川 和寛 （福島県衛生研究所微生物課）
下水中から検出される新型コロナウイルス変異株
の塩基配列解析について

P-24-59 喜多村晃一 （国立感染症研究所ウイルス第二部）
環境中の新型コロナウイルスをオンサイトで検出
する手法の検討

P-24-60 小澤 広規 （横浜市衛生研究所）
横浜市における下水中の新型コロナウイルスのモ
ニタリングについて（第二報）

P-24-61 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のためのモデル
構築に関する研究

P-24-62 吉田 綾 （相模原市保健所）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）罹患
後症状（後遺症）に関する調査

P-24-63 相馬 幸恵 （新潟県三条地域振興局健康福祉環境部地域保健
課）
新型コロナウイルス感染症対応に係る自治体職員
の過重労働・メンタルヘルス対策

P-24-64 長島 真美 （東京都健康安全研究センター微生物部）
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-24-65 岩室 紳也 （ヘルスプロモーション推進センター（オフィス
いわむろ））
感染症のスティグマ（偏見、差別）が生まれる要
因の検討

P-24-66 出口さとみ （愛知県保健医療局健康医務部医療計画）
新型コロナウイルス感染症患者激増の際の県庁職
員等外部応援の在り方

P-24-67 中島 丈晴 （東京都福祉保健局感染症対策部防疫情報管理課）
新宿区における新型コロナウイルス感染症の検査
体制の確立

P-24-68 大木いずみ （埼玉県立大学健康開発学科）
新型コロナウイルス感染ががん診療に及ぼす影
響：栃木県18施設のがん登録を用いた検討

P-24-69 窪山 泉 （蓮田よつば病院）
認知症患者のCOVID-19治癒後療養のための後
方支援病院機能

P-24-70 三上 愛 （大田区保健所感染症対策課）
国際空港を抱える保健所のCOVID-19対応にお
ける課題

P-24-71 渡瀬 博俊 （東京都中央区保健所）
東京都中央区保健所の新型コロナウイルス電話相
談窓口の稼働状況の分析

P-24-72 田中 瑠美 （世田谷保健所感染症対策課）
世田谷区における新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の保健所保健師の活動報告

P-24-73 林 智子 （墨田区保健所保健予防課）
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症の
集団発生事例より 集団感染を防ぐには

P-24-74 岩本 伸一 （一般社団法人大阪府医師会調査委員会）
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類を
府民そして医師はどう考えているのか

P-24-75 鈴木隆一郎 （一般社団法人大阪府医師会調査委員会）
新型コロナウイルス感染症の罹患率・死亡率は保
健師が多いほど低い

P-24-76 安井 善宏 （愛知県衛生研究所企画情報部）
新型コロナウイルスの変異プロファイリングと流
行株の分布解析

P-24-77 藤浪 正子 （静岡県熱海保健所）
肥満はCOVID-19療養期間延長に寄与するか～
熱海保健所における第5波陽性者の状況から

P-24-78 杉下 詩織 （中野区中部すこやか福祉センター）
第6波の流行期における中野区のCOVID-19電
話相談の傾向

P-24-79 救仁郷 修 （宮崎県延岡保健所）
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（第2報）

P-24-80 鈴木 雄介 （群馬県桐生（兼）吾妻保健福祉事務所）
群馬県におけるCOVID19感染症患者の重症化
と基礎疾患に関する後方視的検討

P-24-81 谷 英樹 （富山県衛生研究所ウイルス部）
高齢者介護施設対象者におけるCOVID-19ワク
チン接種後のウイルス中和抗体価の推移

第25分科会 その他

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

P-25-1 岡本 摩耶 （一般社団法人日本薬理評価機構健康医科学セン
ター）
脳科学をはじめとした健康産業等におけるＥＬＳ
Ｉと広告倫理の在り方に関する検討

P-25-2 北岡純太朗 （筑波大学医学医療系医学群医学類）
患者行動－自由記載アンケートによるテキストマ
イニングから

English Session/Poster

示説（ポスター）会場（YCC県民文化ホール大ホールホワイエ（3F））

EP-1 Kodama Tomoko
（Department of International Health and
Collaboration, National Institute of Public
Health,Japan）
International longitudinal comparison of
mortalities in non-communicable disease

EP-2 Khin Yu Par（Tokyo Medical and Dental University, De-
partment of Global Health Promotion）
Association between Material Deprivation
and Depression among Japanese Children

EP-3 Singh Rupa （Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba,
Tsukuba, Japan）
The effect of health-related lifestyles on
overweight/obesity status in women

EP-4 Chen Jou Yin
（Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba）
Health profiles of prediabetic population
before and after COVID-19 pandemic.

EP-5 Bravo Cabrera Constanza
（Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba）
Geo-Distribution of Chronic Diseases: A
Focus on urban-rural differences

EP-6 Badiyeva Aizada
（Graduate School of Comprehensive Hu-
man Sciences, University of Tsukuba）
Cause-specific standardized mortality by
region in Kazakhstan

EP-7 Peng Xuxin （Graduate School of Biomedical and
Health Sciences, Hiroshima University）
Students` Perspectives of Parental Care
for a Welfare Society in China and Japan

EP-8 Sasaki Hatoko
（Shizuoka Graduate University of Public
Health）
Mapping use of complementary and alter-
native medicine in Japan: A scoping re-
view

EP-9 Takahashi Mihoko
（Department of Social Medicine, Faculty
of Medicine, Saitama Medical University）
Excess deaths by accident category
among late elderly in Japan in 2020

EP-10 Herlina Nina（Gunadarma University）
Influence of Characteristics Pregnant
Women Detection Risks Based on Mobile
Apps

EP-11 Arima Kazuhiko
（Department of Public Health, Nagasaki
University Graduate School of Biomedical
Sciences）
SNP of ALDH2 and drinking were associ-
ated with low bone mass in Japanese
men.

EP-12 Sato Hideko（Department of Global Health Entrepre-
neurship,Tokyo Medical and Dental Univer-
sity）
Preparedness of Community Health Work-
ers in Rural Tanzania towards NCD Pa-
tients

EP-13 Ishida Shiori（School of Health Science, Faculty of
Medicine, Shinshu University）
Paternal factors contributing to good fam-
ily function

EP-14 Yamazaki Sayaka
（School of Nursing, Health Science Uni-
versity）
Current situation of the hospitalization of
persons without family in Japan

EP-15 Masuko Sayo（Oral health promotion, Tokyo medical and
dental university）
Association of dental check-up with work
absenteeism among Japanese workers

EP-16 Shimada Satomi
（Department of Oral Health Promotion,
Graduate School of Medical and Dental
Sciences, Tokyo Medical and Dental Uni-
versity）
Association of oral health problems with
work

EP-17 Shimamoto Junya
（Kokuho Ipponmatsu Hospital）
Introduction of Certified in Public Health
Examination

EP-18 Kojima Narumi
（Tokyo Metropolitan Institute of Gerontol-
ogy）
Effects of soy product consumption on
activities of daily living in older women

EP-19 Takeda Mitsushi
（Saitama Medical University medical de-
partment social medicine）
Expression of ROS-scavenging genes and
aging-related genes in HPD rats

EP-20 Jaroongjittanusonti Pichaya
（Tokyo Medical and Dental University,
Global Health Entrepreneurship Depart-
ment）
Implementation of preventive measures at
a workplace during Covid-19 in Thailand

EP-21 Wagatsuma Yukiko
（Faculty of Medicine, University of Tsukuba）
Chronic exposure to heavy metals and
biomarkers of cardiometabolic disease

EP-22 Ohkado Akihiro
（Research Institute of Tuberculosis（RIT）,
Japan Anti-Tuberculosis Association（JATA））
Post-entry follow-up for people at high risk
of developing active tuberculosis

EP-23 Yamamoto Eiko
（Nagoya University Graduate School of
Medicine, Department of Healthcare Ad-
ministration）
The prevalence and factors associated
with postpartum depression in Cambodia

EP-24 Ito Norihiko（Nemuro public health center）
COVID-19 infection of a paid nursing
home in Nemuro-Nakashibetsu, Hokkaido

EP-25 Liu Shiqi （School of Public Health Kyoto University）
Recovering the country-specific incidence
of COVID-19 from quarantine data

EP-26 Yamauchi Daigo
（School of Medicine, Hokkaido University）
Psychological Effects of Covid-19 Infec-
tion in post-COVID-19 condition survey
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