第75回日本公衆衛生学会総会（国立保健医療科学院発表スケジュール）
＜特別ブログラム＞
日 時

会 場

分 類

＜地方衛生研究所研修フォー
第6会場（カンファレ
10月26日（水）
ラム＞
ンスルーム タワーC
13:10～15:00
日本における感染症サーベイ
8F C02）
ランスの現状と課題
第2会場（ナレッジ
10月26日（水） キャピタル コングレ
＜特別講演3＞
14:20～15:20 コンベンションセン
ター B2F ホールC）
第4会場（ナレッジ
＜シンポジウム7＞
10月26日（水） キャピタル コングレ
新たな社会医学系専門医制
15:10～17:00 コンベンションセン
度のあり方
ター B2F ルーム9）

座

長

演

者

・四宮 博人（愛媛県立衛生環境研
究所）
齋藤 智也
・調 恒明（山口県環境保健セン
（健康危機管理研究部）
ター）

題

イベントベース・サーベイランスについて

中谷 比呂樹
グローバル・ヘルスの動向とわが国の公衆衛
（前WHO本部事務局長補、国
生人材の貢献；挑戦と機会
立大阪大学・慶応義塾大学）

・新村 和哉（院長）

・宇田 英典（鹿児島地域振興局保
健福祉環境部兼伊集院保健所）
曽根 智史（次長）
・坂元 昇（川崎市健康福祉局）

第6会場（カンファレ ＜シンポジウム9＞
・村山 伸子（新潟県立大学）
10月26日（水）
石川 みどり
ンスルーム タワーC 社会経済的要因と栄養・食生 ・西 信雄（国立研究開発法人医薬
15:10～17:00
（生涯健康研究部）
8F C02）
活
基盤・健康・栄養研究所）

国立保健医療科学院企画シンポジウム
第3会場（ナレッジ
＜シンポジウム13＞
10月27日（木） キャピタル コングレ
NIPHにおける人材育成の成
8:10～10:00 コンベンションセン
果と展望
ター B2F ルーム8）

演

・曽根智史（次長）
・今井博久（統括研究官）

社会医学系専門医制度の概要と専門医に求
められるコンピテンシー

高齢者の社会経済的要因と食生活

曽根 智史（次長）

NIPHにおける公衆衛生人材育成の歴史とそ
こから学ぶもの

三浦 宏子
（国際協力研究部長）

国立保健医療科学院における研修の現状と
課題

城所 敏英
（東京都島しょ保健所）

NIPHの人材育成のインパクトと期待
－保健所長・公衆衛生医師育成をめぐって－

守田 孝恵（山口大学大学院 保健師活動の実践現場にみる国立保健医療
医学系研究科）
科学院の教育成果と発展的課題
第4会場（ナレッジ
10月27日（木） キャピタル コングレ
8:10～10:00 コンベンションセン
ター B2F ルーム9）

＜シンポジウム14＞
たばこ規制の推進に役立つエ
ビデンスの構築と政策実現に
むけたアドボカシー

・中村 正和（地域医療振興協会ヘルス
プロモーション研究センター）
欅田 尚樹
・片野田 耕太（国立がん研究センター
（生活環境研究部長）
がん対策情報センターがん登録セン
ター）

第3会場（ナレッジ
＜シンポジウム18＞
・嶋津 岳士（日本中毒学会（大阪
10月27日（木） キャピタル コングレ
地域と地域包括ケアにおける 大学医学部救急医学））
10:10～12:00 コンベンションセン
中毒への対応
・澤口 聡子（統括研究官）
ター B2F ルーム8）
第4会場（ナレッジ
10月27日（木） キャピタル コングレ
10:10～12:00 コンベンションセン
ター B2F ルーム9）

＜シンポジウム19＞
・古屋 好美（山梨県中北保健所）
大規模災害時の健康危機管
金谷 泰宏
・近藤 久禎（国立病院機構災害医
理を担う公衆衛生従事者の教
（健康危機管理研究部長）
療センター）
育訓練のあり方

第6会場（カンファレ
10月27日（木）
ンスルーム タワーC ＜特別報告＞
15:00～16:00
8F C02）
第2会場（ナレッジ
10月27日（木） キャピタル コングレ
16:00～17:00 コンベンションセン
ター B2F ホールC）

・曽根 智史（次長）
・遠藤 弘良（東京女子医科大学
（MR委員会））

曽根 智史（次長）

＜教育講演４＞
公衆衛生領域における社会シ ・出口 弘（東京工業大学情報理工 齋藤 智也
ミュレーションの活用とIoTの 学院）
（健康危機管理研究部）
拓く未来

第5会場（カンファレ ＜シンポジウム26＞
10月27日（木）
ンスルーム タワーC 小児の口腔保健における健
13:10～15:00
8F C01）
康格差の現状とその対策

第4会場（ナレッジ
10月27日（木） キャピタル コングレ
15:10～17:00 コンベンションセン
ター B2F ルーム9）

澤口 聡子
（統括研究官）

＜シンポジウム31＞
日本公衆衛生学会 認定「専
門家制度」のさらなる発展に
向けて

第1-1会場（ナレッジ
10月28日（金） キャピタル コングレ
＜ランチョンセミナー16＞
12:10～13:00 コンベンションセン
ター B2F ホールA）

たばこ製品の健康警告表示

小児社会医学と法中毒学の視点から

国立保健医療科学院における災害時健康危
機管理支援チーム教育の現状と課題

公衆衛生モニタリグ・レポート委員会のこれま
でとこれから
公衆衛生領域における社会シミュレーションの
活用とIoTの拓く未来

大久保 公美
・大西 宏昭（関西女子短期大学養護 （生涯健康研究部）

食育における栄養と歯科との連携

・三宅 達郎（大阪歯科大学口腔衛
三浦 宏子
生学講座）
（国際協力研究部長）

小児期の咀嚼能力評価の現状と課題

保健学科）

・今中 雄一（京都大学大学院医学 曽根 智史（次長）
研究科医療経済学分野）
・磯 博康（大阪大学大学院医学系
武村 真治
研究科公衆衛生学）
（政策技術評価研究部）

・牛山 明（生活環境研究部）

更新認定を踏まえた今後の課題
－コンピテンシー、活動、認知度を中心に－
研究者・行政官としての専門職の展開

大久保 千代次（一般財団法 低周波電磁界の健康リスク評価
人電気安全環境研究所電磁 －WHOの国際電磁界プロジェクトを中心にして
界情報センター）
－

＜一般演題（口演）＞
日 時

会 場

第13会場（カンファレ
10月26日（水）
ンスルーム タワーB
16:10～17:00
10F B08）
第11会場（カンファレ
10月26日（水）
ンスルーム タワーB
16:10～17:00
10F B02）
第11会場（カンファレ
10月27日（木）
ンスルーム タワーB
10:00～11:00
10F B02）
第9会場（カンファレ
10月27日（木）
ンスルーム タワーC
10:15～11:30
8F C05）
第7会場（カンファレ
10月27日（木）
ンスルーム タワーC
14:10～15:00
8F C03）
第10会場（カンファレ
10月27日（木）
ンスルーム タワーB
14:10～15:10
10F B01）
第13会場（カンファレ
10月27日（木）
ンスルーム タワーB
14:10～15:10
10F B08）

分科会

座

長

発表者

演

題

＜第9分科会＞
難病・障害の医療と福祉

中村 好一（自治医科大学公衆衛
生学教室）

水島 洋
指定難病の疾患分類およびICDコードに関す
（研究情報支援研究センター） る検討

＜第21分科会＞
環境保健

西條 泰明（旭川医科大学健康科
学講座地域保健疫学分野）

島崎 大
（生活環境研究部）

浄水処理工程および医療用水におけるエンド
トキシン活性の存在状況と挙動

＜第１分科会＞
疫学・保健医療情報

村上 義孝（東邦大学医学部社会
医学講座医療統計学分野）

逢見 憲一
（生涯健康研究部）

占領期沖縄における乳児死亡届出の正確性
に関する認識と“沖縄＝伝統的長寿県”説

＜第6分科会＞
高齢者のQOLと介護予防

竹田 徳則（星城大学リハビリテー
ション学部）

守屋 信吾
（生涯健康研究部）

地域自立高齢者における介護予防の行動変
容ステージに関連する要因について

＜第10分科会＞
精神保健福祉

松本 博志（大阪府監察医事務所）

澤口 聡子
（統括研究官）

医療・保健領域への応用の為のペルソナの解
離状況の検討

＜第13分科会＞
健康危機管理

奥田 博子（健康危機管理研究部）

＜第16分科会＞
保健所・衛生行政・地域保健

守田 孝恵（山口大学大学院医学
系研究科）

熊川 寿郎
持続可能な地域包括ケアシステムのための
（医療・福祉サービス研究部） セーフティネットとしての地域資源保険の検討

＜一般演題（示説（ポスター））＞
日 時

会 場

分科会

座

長

発表者

演

題

10 月26日（水） 示説（ポスター）会場 ＜第1分科会＞
14:30～15:20 （イベントラボ B1F） 疫学・保健医療情報

池田 俊也（国際医療福祉大学大
学院医療福祉学研究科）

森永 裕美子
（生涯健康研究部）

DWH-CUBEを活用することによるがん検診未
受診対策への有用性

10 月26 日（水） 示説（ポスター）会場
14:30～15:20 （イベントラボ B1F）

山崎 彰美（柏市保健所）

冨田 奈穂子
（国際協力研究部）

潰瘍性大腸炎の処方実態調査

中山 治（三重県津保健所）

橘 とも子
障害保健福祉施策の推進に向けた外傷予後
（研究情報支援研究センター） 情報の集積・活用の意義に関する政策的研究

埴岡 隆（福岡歯科大学口腔保健
学講座）

玉置 洋
介護サービス受給者における要介護度と嚥下
（医療・福祉サービス研究部） 障害・口腔清潔の関連について

加藤 一夫（愛知学院大学歯学部
口腔衛生学講座）

安藤 雄一
（統括研究官）

「いい歯東京」達成度調査結果による3歳児う
蝕減少の要因 2．う蝕個票データ分析

松岡 太郎（豊中市保健所）

市川 学
（健康危機管理研究部）

生活空間におけるインフルエンザ感染シミュ
レーションを用いた感染プロセスの分析

緒方 裕光
（研究情報支援研究センター長）

山口 一郎
（生活環境研究部）

公園での放射線源発見事例への公衆衛生対
応
（その1）

寺田 宙
（生活環境研究部）

福島原発事故以降の食品中の放射性物質の
現状-α線放出核種、β線放出核種-

牛山 明
（生活環境研究部）

無線電力伝送で使用する85キロヘルツ中間周
波電磁界の急性生体影響

阪東 美智子
（生活環境研究部）

高齢者施設の環境衛生に関する全国実態調
査（第4報）管理業務体制と管理実態

金 勲
（生活環境研究部）

高齢者施設の環境衛生に関する全国実態調
査（第5報）におい環境及び管理状況

大澤 元毅
（生活環境研究部）

高齢者施設の環境衛生に関する全国実態調
査(第6報）施設内温湿度環境の地域特性

開原 典子
（生活環境研究部）

高齢者施設の環境衛生に関する全国実態調
査(第7報）寒冷地における換気と加湿の分析

林 基哉
（統括研究官）

高齢者施設の環境衛生に関する全国実態調
査(第8報）インフルエンザ感染予防環境の評
価

今井 博久
（統括研究官）

全国規模のデータを使用した特定健診受診者
における非肥満者のリスク保有状況（2）

堀井 聡子
（生涯健康研究部）

データを活用した効果的な生活習慣病対策の
「人材育成プログラム・実践ガイド」の開発

横山 徹爾
（生涯健康研究部長）

自治体における生活習慣病対策推進のため
の「データ活用マニュアル」の開発

10 月26日（水） 示説（ポスター）会場
15:30～16:10 （イベントラボ B1F）
10月26日（水） 示説（ポスター）会場
13:30～14:15 （イベントラボ B1F）
10月26日（水） 示説（ポスター）会場
15:30～16:05 （イベントラボ B1F）
10月26 日（水） 示説（ポスター）会場
14:30～15:20 （イベントラボ B1F）
10月26日（水） 示説（ポスター）会場
15:30～16:20 （イベントラボ B1F）

＜第9分科会＞
難病・障害の医療と福祉

＜第11分科会＞
口腔保健

＜第13分科会＞
健康危機管理

10月26日（水） 示説（ポスター）会場 ＜第14分科会＞
14:30～15:15 （イベントラボ B1F） 医療制度・医療政策

藤井 仁
（政策技術評価研究部）

10月26日（水） 示説（ポスター）会場 ＜第19分科会＞
15:30～16:20 （イベントラボ B1F） 食品衛生・薬事衛生

津田 敏秀（岡山大学大学院環境
生命科学研究科）

10 月26日（水） 示説（ポスター）会場 ＜第21分科会＞
15:30～16:20 （イベントラボ B1F） 環境保健

10 月27日（木） 示説（ポスター）会場
08:30～09:20 （イベントラボ B1F）

塚原 照臣（信州大学医学部衛生
学公衆衛生学教室）

鈴木 貞夫（名古屋市立大学大学
院医学研究科公衆衛生学分野）

＜第3分科会＞
生活習慣病・メタボリックシン
10 月27日（木） 示説（ポスター）会場 ドローム
10:30～11:20 （イベントラボ B1F）

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）

10 月27日（木） 示説（ポスター）会場
14:30～15:20 （イベントラボ B1F）

斉藤 功（愛媛大学大学院医学系 稲葉 洋平
研究科）
（生活環境研究部）

10 月27日（木） 示説（ポスター）会場
15:30～16:20 （イベントラボ B1F）

＜第4分科会＞
保健行動・健康教育

非燃焼・電気加熱式たばこから発生する化学
物質の分析

白井こころ（琉球大学）

成木 弘子
（統括研究官）

ラフターヨガクラブの参加と参加者の健康状態
の関連－参加中断者と継続参加者の比較－

10 月27日（木） 示説（ポスター）会場 ＜第5分科会＞
10:30～11:20 （イベントラボ B1F） 親子保健・学校保健

上原 里程（宇都宮市保健所）

大澤 絵里
（国際協力研究部）

乳幼児の母親の育児満足感・自信と育児サ
ポート環境との関連

10月27日（木） 示説（ポスター）会場
09:30～10:20 （イベントラボ B1F）

黒田 研二（関西大学人間健康学
部）

大夛賀 政昭
特別養護老人ホームにおいて提供されるケア
（医療・福祉サービス研究部） 内容の実態―従来型とユニット型の比較

眞崎 直子（日本赤十字広島看護
大学）

森川 美絵
地域包括支援センターにおける高齢者ケアに
（医療・福祉サービス研究部） 資する組織・団体との連携実態（第1報）

10 月27日（木） 示説（ポスター）会場
10:30～11:20 （イベントラボ B1F）

＜第7分科会＞
高齢者の医療と福祉

10 月27日（木） 示説（ポスター）会場 ＜第22分科会＞
14:30～15:20 （イベントラボ B1F） 国際保健

10 月28日（金） 示説（ポスター）会場 ＜第15分科会＞
09:30～10:20 （イベントラボ B1F） 公衆衛生従事者育成

10月28日（金） 示説（ポスター）会場 ＜第23分科会＞
09:30～10:25 （イベントラボ B1F） 保健医療介護サービス研究

三浦 宏子
（国際協力研究部長）

ナショナルヘルスプランにおける非感染性疾
患（NCD）関連指標に関する分析

藤井 仁
（政策技術評価研究部）

ICTRPにおける臨床試験登録データの国際比
較

奥田 博子
（健康危機管理研究部）
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