
＜特別プログラム＞
日  時 会　場 分　類 座　　長 演　　者 演　　　　題

福田　敬
（医療・福祉サービス研究部長）

医療経済評価の推進に向けた保健
医療情報の標準化と課題

横山　徹爾
（生涯健康研究部長）

保健事業評価の推進に向けた保健
医療情報の標準化と課題

金谷　泰宏
（健康危機管理研究部長）

健康危機対応能力向上に向けた保
健医療情報の標準化と課題

出口　弘（東京工業大学情報理
工学院）

保健医療情報の利活用に向けた高
度データ処理およびIoTの利活用と
課題

10月31日（火）
13:30～15:00

第8会場（かごしま
県民交流センター
東棟3F 大研修室
第2）

＜シンポジウム６＞
疫学研究の意義とその活用を検
討する－放射線に関連した労働
者の健康を守るために－

・上田　昌文（NPO 法人市民科学研究室）
・山口　一郎（生活環境研究部）

10月31日（火）
13:30～15:00

第10会場(かごしま
県民交流センター
東棟4F 大研修室
第4）

＜シンポジウム８＞
国際的な視点を持った公衆衛生
医師の育成を目指してⅢ

・遠藤　弘良（聖路加国際大学大学院公
衆衛生学研究科）
・伊東　則彦（道立紋別保健所）

＜指定発言＞
奥村　貴史
（研究情報支援研究センター ）

石川　みどり
（生涯健康研究部）

少子超高齢社会に求められる管理栄
養士の特徴を生かした公衆衛生専門
家とは

武村　真治
（政策技術評価研究部）

保健医療計画・地域包括ケアシステム
への専門家の貢献：研究者の視点から

11月1日（水）
10:00～12:00

第1会場（鹿児島県
文化センター1F 宝
山ホール）

＜メインシンポジウム２＞
これからの公衆衛生と保健所の
役割

・倉橋　俊至（荒川区保健所）
・曽根　智史（次長）

曽根　智史（次長）
保健所の人材育成における国立保健
医療科学院の役割と今後の展望

11月1日（水）
10:30～12:00

第7会場（かごしま
県民交流センター
東棟3F 大研修室
第1）

＜シンポジウム24＞
エビデンスに基づいた障害保健
福祉施策の推進
（公衆衛生モニタリング・レポート
委員会企画）

・鈴木　仁一（神奈川県相模原市保健所）
橘　とも子
（研究情報支援研究センター）

障害保健福祉行政の動向から見えてき
た障害保健福祉施策の課題

11月1日（水）
13:20～14:50

第11会場（鹿児島
県歴史資料セン
ター黎明館 講堂）

＜シンポジウム32＞
わが国における新型たばこ（特
に加熱式たばこ）の規制のあり
方を考える

・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）
・片野田　耕太（国立がん研究センターが
ん対策情報センターがん統計・総合解析
研究部）

欅田　尚樹
（生活環境研究部長）

加熱式たばこの有害成分分析－紙巻
たばこ、電子たばことの比較

11月1日（水）
13:20～14:50

第12会場（鹿児島
市中央公民館1F
ホール）

＜シンポジウム33＞
社会医学系専門医制度を活用し
た人材育成

・岸　玲子（北海道大学環境健康科学研
究教育センター、日本医学会連合）
・清古　愛弓（台東区台東保健所、全国保
健所長会公衆衛生医師の確保と育成に
関する委員会）

曽根　智史（次長） 基本プログラムを活用した人材育成

11月1日（水）
14:30～16:30

第1会場（鹿児島県
文化センター1F 宝
山ホール）

＜メインシンポジウム３＞
災害に学び、公衆衛生・保健所
のこれからを考える

・田上　豊資（全国衛生部長会災害時保
健医療活動標準化検討委員会、高知県
健康政策部 兼 中央東福祉保健所）
・金谷　泰宏（健康危機管理研究部長）

金谷　泰宏
（健康危機管理研究部長）

大規模災害時に向けた保健医療情報
の共有と利活用

11月1日（水）
15:00～16:30

第11会場（鹿児島
県歴史資料セン
ター黎明館 講堂）

＜シンポジウム36＞
医科歯科連携を基盤とした地域
におけるたばこ対策の推進
（公衆衛生モニタリング・レポート
委員会企画）

・三浦　宏子（国際協力研究部長）
・尾崎　哲則（日本大学歯学部医療人間
科学分野）

11月2日（木）
9:00～10:30

第7会場（かごしま
県民交流センター
東棟3F 大研修室
第1）

＜シンポジウム37＞
地域の情報アクセシビリティ向上
を目指して

・橘　とも子（研究情報支援研究センター）
・水島　洋（研究情報支援研究センター
長）

11月2日（木）
9:00～10:30

第10会場（かごしま
県民交流センター
東棟4F 大研修室
第4）

＜シンポジウム39＞
地域における歯科保健医療サー
ビス提供困難者の実態把握と今
後の対策
－歯科口腔保健の推進に関す
る基本的事項の中間評価にむ
けての取り組み－

・大島　克郎（日本歯科大学東京短期大
学）

三浦　宏子
（国際協力研究部長）

歯科口腔保健の推進に関する基本的
事項と歯科保健条例の記載項目の分
析

11月2日（木）
9:40～11:10

第11会場（鹿児島
県歴史資料セン
ター黎明館 講堂）

＜シンポジウム40＞
産学官協働で、平時も有事も現
場の健康危機管理態勢を強化し
よう

・古屋　好美（山梨県中北保健所）
・中瀨　克己（岡山大学大学院医歯薬学
総合研究科医療教育統合開発センター）

武村　真治
（政策技術評価研究部）

わが国に健康危機管理態勢・体制強化
に十分な学術的背景はあるか

10月31日（火）
13:30～15:00

第12会場（鹿児島
市中央公民館1F
ホール）

＜シンポジウム10＞
公衆衛生専門家と保健医療計
画・地域包括ケアシステム

・今中　雄一（専門職・教育生涯学習委員
会（京都大学大学院医学研究科社会健康
医学系専攻医療経済学分野））
・磯　博康（専門職・教育生涯学習委員会
（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））

第76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）

10月31日（火）
13:30～15:00

第6会場（かごしま
県民交流センター
西棟2F 中ホール）

＜シンポジウム４＞
保健医療情報の利活用に向
けた情報の標準化と個人情
報保護

・曽根　智史（次長）
・出口　弘
　（東京工業大学情報理工学院）

国立保健医療科学院企画シンポジウム



日  時 会　場 分科会 座　　長 発 表 者 演　　　　題

10月31日（火）
13:30～14:20

第3会場（鹿児島県
文化センター3F 第
5会議室）

＜第9分科会＞
難病・障害の医療と福祉

波多野　浩道（藍野大学大学院看護学研
究科）

水島　洋
 （研究情報支援研究センター
長）

疾病レジストリの標準化とそのアウトカ
ム指標としての介護障碍者レジストリー
の必要性

10月31日（火）
14:20～15:20

第3会場（鹿児島県
文化センター3F 第
5会議室）

＜第23分科会＞
保健医療介護サービス研究

高橋　秀人（統括研究官）

11月1日（水）
9:30～10:30

第3会場（鹿児島県
文化センター3F 第
5会議室）

＜第17分科会＞
公衆栄養

横山　徹爾（生涯健康研究部長）

11月1日（水）
16:30～17:30

第10会場（かごしま
県民交流センター
東棟4F 大研修室
第4）

＜第21分科会＞
環境保健

中村　桂子（東京医科歯科大学大学院医
歯学総合研究科医歯学系専攻環境社会
医歯学講座国際保健医療事業開発学分
野）

島崎　大
 （生活環境研究部）

水道の高度浄水処理におけるエンドト
キシン活性の消長

11月2日（木）
9:00～10:00

第4会場（鹿児島県
文化センター3F 第
6会議室）

＜第1分科会＞
疫学・保健医療情報

尾島　俊之（浜松医科大学健康社会医学
講座）

逢見　憲一
（生涯健康研究部）

近年わが国の高齢者インフルエンザ超
過死亡と予防接種，投薬，ウイルス循
環の役割

11月2日（木）
10:00～11:00

第3会場（鹿児島県
文化センター3F 第
5会議室）

＜第10分科会＞
精神保健福祉

反町　吉秀（自殺総合対策推進センター
地域連携推進室）

澤口　聡子
（統括研究官）

Nested Logistic Analysis による交通事
故死遺族の心身の把握

日  時 会　場 分科会 座　　長 発 表 者 演　　　　題

＜第1分科会＞
疫学・保健医療情報

橋本　修二（藤田保健衛生大学医学部衛
生学講座）

湯川　慶子
（政策技術評価研究部）

臨床研究情報ポータルサイトのユーザ
ビリティに関する研究

＜第2分科会＞
ヘルスプロモーション

竹之内　直人（愛媛県心と体の健康セン
ター）

冨田　奈穂子
（国際協力研究部）

東日本大震災における避難所での不
眠の実態について

＜第21分科会＞
環境保健

関　健介（杏林大学保健学部）
戸次　加奈江
（生活環境研究部）

ハウスダスト中のイソシアネート化合物
の分析

川崎　千恵
（生涯健康研究部）

「標準的なキャリアラダー」からみた自
治体保健師能力の現状（1）中堅期研修

奥田　博子
（健康危機管理研究部）

「標準的なキャリアラダー」からみた自
治体保健師能力の現状（2）管理期研修

成木　弘子
（統括研究官）

「標準的なキャリアラダー」からみた自
治体保健師能力の現状（3）統括保健師
研修

堀井　聡子
（生涯健康研究部）

「標準的なキャリアラダー」からみた自
治体保健師能力の現状（4）能力獲得の
関連要因

森永　裕美子
（生涯健康研究部）

「標準的なキャリアラダー」からみた自
治体保健師能力の現状（5）活用に向け
た課題

＜第1分科会＞
疫学・保健医療情報

栗盛　須雅子（聖徳大学看護学部看護学
科）

藤井　仁
（政策技術評価研究部）

生活習慣病を対象とした臨床試験の介
入内容の変遷

＜第19分科会＞
食品衛生・薬事衛生

神奈川　芳行（奈良県立医科大学公衆衛
生学講座）

寺田　宙
（生活環境研究部）

輸入食品中の種々の放射性物質の濃
度実態

金　勲
（生活環境研究部）

特定建築物の空気環境に関する研究
（第1報）空気環境の実態調査

林　基哉
（統括研究官）

特定建築物の空気環境に関する研究
（第2報）空気環境基準の不適率に関す
る分析

開原　典子
（生活環境研究部）

特定建築物の空気環境に関する研究
（第3報）自治体を対象にした空気環境6
項目の調査

大澤　元毅
（生活環境研究部）

特定建築物の空気環境に関する研究
（第4報）空気環境管理の課題

橘　とも子
（研究情報支援研究センター）

日本公衆衛生学会 MR 委員会【健康危
機管理 SG2平時情報基盤】平成28年
度活動報告

市川　学
（健康危機管理研究部）

災害時保健医療活動支援のための重
症患者数推計システムの構築

11月1日（水）
9:00～10:00

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

＜第7分科会＞
高齢者の医療と福祉

八代　利香（鹿児島大学学術研究院医歯
学域医学系）

大夛賀　政昭
（医療・福祉サービス研究部）

市町村と地域包括支援センター間の規
範的統合を評価する指標の開発に関
する研究

＜第4分科会＞
保健行動・健康教育

勝山　和明（滋賀県彦根保健所）
稲葉　洋平
（生活環境研究部）

非燃焼・加熱式たばこ iQOS の副流煙
の分析と受動喫煙曝露実験

＜第6分科会＞
高齢者の QOL と介護予防

長田　斎（女子栄養大学短期大学部公衆
衛生学研究室）

安藤　雄一
（統括研究官）

東京都杉並区における傘寿者のコホー
ト調査　3年後の死亡および要介護リス
クの検討

＜第11分科会＞
口腔保健

三浦　宏子（国際協力研究部長）
三浦　宏子
（国際協力研究部長）

歯科衛生士養成校同窓会員の就業状
況に関する要因分析

11月1日（水）
14:00～15:00

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

＜第5分科会＞
親子保健・学校保健

末吉　紀子（鹿児島市中央保健センター
健康増進係）

大澤　絵里
（国際協力研究部）

乳幼児期におけるかかりつけ医の有無
と望ましい予防接種行動の関連

11月1日（水）
15:00～16:00

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

森山　葉子（医療・福祉サービス研究部）
森山　葉子
（医療・福祉サービス研究部）

要介護認定高齢者の社会ケア関連
QOL：日本語版 ASCOT による測定（2）

11月1日（水）
16:00～17:00

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

市川　学（健康危機管理研究部）
高橋　秀人
（統括研究官）

介護レセプトデータを用いた在宅期間
の指標化－打ち切りを考慮した検討－

＜第13分科会＞
健康危機管理

和田　耕治（国立国際医療研究センター
国際医療協力局）

山口　一郎
（生活環境研究部）

放射線緊急時におけるトリアージのた
めの生体内の歯を用いた線量評価手
法の検討

＜第23分科会＞
保健医療介護サービス研究

福山　祥子（日置市市民福祉部介護保険
課）

阪東　美智子
（生活環境研究部）

在宅生活ニーズ把握のための見取り図
（1）介護支援専門員研修の見取り図活
用の実態

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

10月31日（火）
15:00～16:00

10月31日（火）
14:00～15:00

10月31日（火）
16:00～17:00

奥村　二郎（近畿大学医学部環境医学・
行動科学教室）

＜第13分科会＞
健康危機管理

橘　とも子（研究情報支援研究センター）

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

11月2日（木）
11:00～12:00

示説（ポスター）会場
（かごしま県民交流セ
ンター6F ギャラリー）

＜第15分科会＞
公衆衛生従事者育成

奥田　博子（健康危機管理研究部）

＜第21分科会＞
環境保健

＜第23分科会＞
保健医療介護サービス研究

11月1日（水）
10:00～11:00

＜一般演題（口演）＞

＜一般演題（示説（ポスター））＞
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