一般演題（口演） Ａ会場 １階：大会議室（1101）

10:10～11:00 座長：永谷 照男（中部学院大学看護リハビリテーション学部）
番号
A-01

A-02

演題名

発表者

職域男性就労者における現喫煙者の禁煙指導・ 加藤 善士
意識と過去喫煙者の禁煙理由について（職域に 藤田医科大学 （研究員）
おけるアンケート調査から）
／岡崎労働基準協会
宇治 敬浩
出生月と循環器疾患死亡との関連について
岐阜大学大学院医学系研究科
：高山スタディ
疫学・予防医学

A-03

子育て支援の必要性の判定を用いた支援の評価
モデルの検証
～子どもの発達に関する支援の評価～

A-04

自閉スペクトラム症の特性がある子ども（「気になる 中島 正夫
椙山女学園大学 教育学部
子」）の「気になる行動」について

A-05

子どもの視線と大人の視線‐Gazefinder を使って 加藤 沙耶香
名古屋市立大学
（第一報）

山崎 嘉久
あいち小児保健医療総合センター

11:10～12:00 座長：大森 正英（中部学院大学看護リハビリテーション学部）
番号
A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

演題名

発表者

幼児の保護者の朝食関連 QOL と朝食行動の関 丸田 星子
愛知江南短期大学
連 －江南市内 A 幼稚園での調査－
中島 佑麻
岐阜大学大学院医学系研究科
小学一年生における歯磨き習慣と肥満との関連
疫学・予防医学
田村 晴香
男女別にみた不眠および睡眠障害と生活習慣と
名古屋大学大学院 医学系研究
の関連
科総合保健学専攻看護科学
幼児期 2 時点におけるネオニコチノイド系殺虫剤 大矢 奈穂子
名古屋市立大学 大学院医学研
への曝露状況
究科 環境労働衛生学分野
輸入かんきつ類に含まれる防カビ剤の残留実態 南谷 臣昭
岐阜県保健環境研究所
調査 （2015-2018 年度）

一般演題（口演） Ｂ会場 １階：講義室（2108）
10:10～11:00 座長：中村 こず枝（岐阜市保健所）
番号
B-01

B-02

演題名

発表者

今田 葉子
浜松医科大学健康社会医学講座
‐国民生活基礎調査データを用いた検討‐
／岐阜大学 医学部 看護学科
加藤 美穂
宿泊型新保健指導（SLS）を活用した継続支援プ
あいち健康の森健康科学総合セ
ログラムの効果検証～モニタリング記録提出状況
ンター 健康開発部 生活習慣病
と継続支援方法に着目して～
予防課
更年期女性の健康と社会経済的要因の関連

B-03

国保データベース（ＫＤＢ）を活用した市町村に対 橋本 恵美
岐阜県国民健康保険団体連合会
する保健事業展開への支援

B-04

介護施設におけるボランティア活動が「支援を受 西尾 聡美
(有)耕グループ くわのみ
け取る力(受援力)」に与える影響の検討

B-05

健康寿命を伸ばせば、寝たきりを減らすことが出 北川 浩司
東白川村国保診療所
来るのか？

11:10～12:00 座長：氏平 高敏（岐阜県飛騨保健所）
番号

演題名

発表者

B-06

高齢者を対象とした立ち上がり時の体平衡検査に 高田 真澄
四日市看護医療大学
関する研究

B-07

ふまねっと®運動、東海地方の広がり

鈴木 惠三
札幌医科大学医学部 公衆衛生
学講座

B-08

互助力を育む地域在住高齢者女性に関する検討

原田 直子
名古屋大学大学院 医学系研究
科

B-09

区役所総務課・民生子ども課と連携した、子育て
岩瀬 由奈
世代の防災への関心を高めるための取り組みに
名古屋市保健所 北保健センター
ついて

B-10

尾島 俊之
新型コロナウイルス流行下での避難生活の検討
～新型コロナウイルス避難生活お役立ちサポート 浜松医科大学 健康社会医学講
座
ブック～

一般演題（口演） Ｃ会場 ２階：講義室（2208）
10:10～11:00 座長：和田 恵子（岐阜大学大学院医学系研究科疫学予防医学分野）
番号

演題名

C-01

Prevalence and association of depression and
malnutrition among the elderly in Loikaw,
Myanmar

C-02

Children aged under 5 years malaria frequency
based on public health surveillance in Afghanistan

C-03

Factors associated with severe dengue at
Savannakhet Provincial Hospital in Lao PDR: a
retrospective study

C-04

Caregivers’ Perspective: Satisfaction with
Healthcare Services at The Pediatric Specialist
Clinic in Tunku Azizah Hospital, Malaysia

C-05

Factors influencing elderly quality of life in
Yangon Region, Myanmar

発表者
May Thet Nu Noe
名古屋大学大学院医学系研究科
医療行政学
Nassimi, Mohammad Zakir
名古屋大学大学院医学系研究科
医療行政学
Senavong Phetvilay
名古屋大学大学院医学系研究科
医療行政学
Thinakaran M Selvarajah
名古屋大学大学院医学系研究科
医療行政学
Poe Ei Zin
名古屋大学大学院医学系研究科
医療行政学

一般演題（示説：座長なし） Ｄ・Ｅ会場 ２階：講義室（2209）
掲示時間 10:10～13:10
待機時間（奇数番号 10:15～10:45、偶数番号 11：15～11:45）
番号
D-01

D-02

D-03

D-04

D-05

D-06



演題名

発表者

大森 正英
中部学院大学 看護リハビリテー
ション学部
肥満度から見た女子大学生の生活習慣の特徴に 水野 かがみ
中部学院大学 スポーツ健康科学
ついて
部

女子大学生の飲酒をめぐる行動について

高齢者に対する集団音楽療法の効果に関する研 大森 由美子
介護老人保健施設 寺田ガーデン
究‐脳梗塞発症後の改善例
地域在住高齢者の老年症候群発症リスク軽減に
関する研究 －ＫＴバランスチャートを活用した摂
食・嚥下・栄養機能の評価－
東海三県における市町村・地域包括支援センタ
ーのセルフ・ネグレクト状態にある独居高齢者へ
の支援の認識と現状
一宮保健所での食生活改善事業の取組み
～健康づくりチャレンジ推進事業から健康社食プ
ロジェクトへ～

瓜巣 敦子
中部学院大学 看護リハビリテーシ
ョン学部 看護学科
岡本 名珠子
岐阜聖徳学園大学 看護学部
市川 智子
愛知県一宮保健所

D-07

静岡県島田市における暮らし向きと幸福感、健康 鈴木 花奈
中部大学
状態および健康行動との関連
／医療法人積善会積善病院

D-08

岐阜県における結核菌 VNTR 型別によるサーベ 越 勝男
岐阜県保健環境研究所
イランス分析

D-09

3 歳健診までのう蝕罹患リスクおよび 3 歳健診時 平光 良充
名古屋市衛生研究所
点での要治療う蝕保有リスクの予測

一般演題（示説：座長なし） Ｄ・Ｅ会場 ２階：講義室（2209）
掲示時間 10:10～13:10
待機時間（奇数番号 10:15～10:45、偶数番号 11：15～11:45）
番号

演題名

E-01

1 歳 6 カ月児健康診査後の要観察児の発達支援
の現状と課題 －発達障がい児の早期支援－

E-02

発表者

植松 勝子
中部学院大学 看護リハビリテーシ
ョン学部
介護支援専門員が隙間のないサービスを調整す 柴 裕子
中部学院大学 看護リハビリテー
るための視点
ション学部

E-03

地域における要介護高齢者に携わる専門職の捉 樋田 小百合
えた尊厳を損なう死
中部学院大学 看護リハビリテー
－専門職へのインタビュー調査からの分析－
ション学部

E-04

在宅療養移行時における訪問看護師が抱く後期 森岡 菜穂子
平成医療短期大学 看護学科
高齢者の服薬管理にかかる情報の認識

E-05

がん検診への胃内視鏡検査導入の評価

E-06

岐阜県における後期高齢者健康診査受診者の特 小島 ひとみ
徴
岐阜県後期高齢者医療広域連合

E-07

岐阜県における後期高齢者健康診査の受診状況
別の医療費データの分析

E-08

在宅医療機器取扱会社に対するインタビュー調 尾関 佳代子
浜松医科大学 健康社会医学講
査から見えた大規模停電への課題
座

E-09

都道府県別にみた医療費と医療提供体制との関 田中 耕
中部学院大学 看護リハビリテーシ
係について
ョン学部看護学科

E-10

文献にみる実践での活用を目指したモデル開発 松下 光子
岐阜県立看護大学 看護研究セン
の方法
ター

E-11

睡眠関連呼吸障害とサルコペニアとの関連性に 西中川 剛
中部学院大学 看護リハビリテーシ
ついて
ョン学部理学療法学科

森井 理紗子
山県市役所健康介護課

小林 和成
岐阜大学

