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1月23日（土）

ポスターセッション（2）　13：00～14：00 ポスター会場（2階 国際会議室）

P2-001 大阪府がん登録資料を用いた肺がん組織型別罹患率の推移：1975年‒2008年
李 福章 大阪大学 医学部

P2-002 大阪府がん登録データを用いた外陰癌の罹患率および予後の解析
田中 佑典 大阪大学 医学部 産婦人科

P2-003 大阪府がん登録データを用いた子宮肉腫の疫学的・臨床病理学的解析
角田 守 大阪大学産科学婦人科学

P2-004 大阪府がん登録データを用いた腟がんの疫学的・臨床病理学的解析
八木 麻未 大阪大学 医学部

P2-005 地域がん登録データを用いた婦人科がん高齢患者の生存時間分析（J-CANSIS）
井上 修作 愛知県がんセ疫学・予防部

P2-006 大阪府のがん生存率は30年間でどの程度向上したか？：
1975‒2008年診断例による分析
伊藤 ゆり 大阪府立成人病センター がん予防情報センター

P2-007 院内がん登録を利用した希少がんの頻度に関する欧米の各定義の検討
東 尚弘 国立がん研究センターがん対策情報センターがん政策科学研究部

P2-008 肺癌術後の長期予後に対する手術時年齢の影響
宮代 勲 大阪府立成人病センター がん予防情報センター

P2-009 生命表とリスク曲面によるがん罹患・死亡動向の視覚化
加茂 憲一 札幌医科大学

P2-010 病理レビューとがん登録の比較による肺がん組織型の妥当性の検証
歌田 真依 放射線影響研究所 疫学部

P2-011 （演題取り下げ）

P2-012 Study design of new cancer patient cohort study：Colorectal cancer cohort at 

National Cancer Center

Mizota Yuri Public Health Policy Research Division, National Cancer Center

.
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P2-013 診療情報データベースにおける重症度指標（Severity Index for Inpatients）の
妥当性検証
山名 隼人 東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学

P2-014 大規模コホート統合研究 EPOCH-JAPANにおけるコホート間差の基礎的検討
村上 義孝 東邦大学 医学部 社会医学講座 医療統計学分野

P2-015 ABCG2遺伝子多型別にみた尿酸値増加に伴う極性代謝物質のプロファイル変化
（鶴岡メタボロームコホート研究）
原田 成 慶應義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学

P2-016 睡眠時間と潜在性動脈硬化との関連；滋賀動脈硬化疫学研究（SESSA）
鈴木 仙太朗 滋賀医科大学 公衆衛生学部門

P2-017 Daytime Napping and the Risk of Cardiovascular Disease and All-Cause 

Mortality：A Meta-Analysis

山田 朋英 東京大学糖尿病・代謝内科 大学院医学系研究科

P2-018 Frequency of laughter was associated with cardiovascular disease among 

evacuees after disasters

Zhang Wen  Department of Epidemiology, School of Medicine, Fukushima Medical University, 

Fukushima, Japan

P2-019 血清中性脂肪と虚血性心疾患・心筋梗塞死亡との関連：The JACC Study

門野 彩花 筑波大学 社会健康医学

P2-020 Changes in survival after out-of-hospital cardiac arrests during national 

academic meetings in Japan

Kiyohara Kosuke   Department of Public Health, Tokyo Womens Medical University

P2-021 東日本大震災で被災した子どもの PTSD症状と血圧との関連
本多 由起子 国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部

P2-022 随時尿Na/K比、随時尿からの推定食塩摂取量と血圧値の相関について
―東北メディカル・メガバンク事業―
寳澤 篤 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

P2-023 東日本大震災後の食塩過剰摂取の関連要因：
東北メディカル・メガバンク計画地域住民コホート調査（岩手）
丹野 高三 岩手医科大学 いわて東北メディカル・メガバンク機構

P2-024 朝食欠食、睡眠時間、就床時間と肥満との関連：東温スタディ
丸山 広達 順天堂大学大学院 医学研究科 公衆衛生学
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P2-025 心拍変動と循環器疾患のリスクファクター集積との関連について：東温スタディ
斉藤 功 愛媛大学大学院医学系研究科

P2-026 日本人の肥満者における時計遺伝子の一塩基多型 BMAL2 rs7958822と
2型糖尿病との関連
山口 美輪 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 予防医学分野

P2-027 PPARD遺伝子多型が身体活動・食事指導による減量効果に及ぼす影響
西田 裕一郎 佐賀大学 医学部 社会医学講座

P2-028 東日本大震災後の宮城県におけるメタボリック症候群の規定要因：
地域住民コホート調査
中村 智洋 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

P2-029 腹囲および身長と高血圧との関連について ―東北メディカル・メガバンク事業―
土屋 菜歩 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

P2-030 東日本大震災前後における体重の変化に地域差はあるのか？：
福島県「県民健康調査」
大平 哲也 福島県立医科大学 疫学講座

P2-031 震災長期の住宅環境（仮設住宅）の及ぼす体重変化
高橋 宗康 岩手医科大学衛生学公衆衛生学講座

P2-032 血中カロテノイド値とメタボリックシンドローム発症リスクとの関連
―三ヶ日町縦断研究
杉浦 実 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所

P2-033 Serum 25-hydroxyvitamin D and metabolic syndrome in a Japanese working 

population

Akter Shamima    Department of Epidemiology and Prevention, Center for Clinical Sciences, 

National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Japan

P2-034 内臓脂肪測定装置により測定した内臓脂肪面積と循環器病危険因子との関連：
神戸研究
西田 陽子 公益財団法人先端医療振興財団 先端医療センター研究所

P2-035 インスリン分泌不全者におけるメタボリックシンドロームの糖尿病発症への影響：
佐久研究
森本 明子 滋賀医科大学 臨床看護学講座
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P2-036 Micronutrients Derived Dietary Pattern is Associated with Metabolic Syndrome 

in the J-MICC Study

バハリ ティラニ   徳島大学 医学部医学科 予防医学分野

P2-037 質問票による摂食速度の信頼性および肥満リスクとの関連における交絡要因の検討：
JMICC静岡・桜ヶ丘地区
烏 仁 静岡県立大学大学院 薬食生命総合学府 食品栄養科学専攻

P2-038 BRCA-1関連タンパク質（BRAP）遺伝子多型とメタボリックシンドロームとの
関連：J-MICC Study

藤井 亮輔 名古屋大学大学院 医学系研究科 病態解析学講座

P2-039 判別分析による筋萎縮性側索硬化症の予後進展状況の予測に関する研究
岡本 和士 愛知県立大学 看護学部

P2-040 ABCG2遺伝子の機能低下型変異はパーキンソン病の発症を遅らせ痛風の
発症を早める
崎山 真幸 防衛医科大学校 分子生体制御学講座

P2-041 長崎県島嶼におけるリウマチ検診の試み：1年目および2年目の報告
玉井 慎美 長崎大学 大学院 医歯薬学総合研究科 リウマチ膠原病内科

P2-042 国民健康・栄養調査の血液検査の参加状況別にみた歯科疾患実態調査の参加率と
データリンケージ状況
安藤 雄一 国立保健医療科学院

P2-043 歯科口腔保健と作業関連疾患との関連に関する実証研究 1. 介入研究デザイン
佐藤 眞一 千葉県衛生研究所

P2-044 Association between longest job and number of remaining teeth in nursing 

home older residents

岡部 優花 九州大学 大学院 歯学研究院 口腔保健推進学講座 口腔予防医学分野

P2-045 大学生における食育の知識とう蝕増加との関連についてのコホート調査
國友 宗義 岡山大学 大学院 医歯薬学総合研究科 予防歯科学分野

P2-046 歯科関連行動と指尖血漿 IgG抗体価にて評価した歯周病原細菌の感染度との関連
坪井 綾香 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科歯周病態学分野

P2-047 夫婦間における精神疾患の受診状況と影響の検討
錦野 理絵 株式会社日本医療データセンター
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P2-048 離島地域の認知症患者が受診に至るまでの期間に与える要因の検討（中間報告）
永吉 真子 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

P2-049 日本の認知症高齢者数・有病率の将来予測：
富山県認知症高齢者実態調査の結果から
関根 道和 富山大学

P2-050 介護保険施設入所高齢者における噛み合わせと認知機能の関連
竹内 研時 九州大学大学院歯学研究院 口腔予防医学分野

P2-051 軽度認知機能障害に対する歯牙喪失と APOEε4 alleleの影響について：
藤原京スタディ
岡本 希 奈良県立医科大学 地域健康医学教室

P2-052 Serum albumin to globulin ratio is a surrogate marker for cognitive decline

小山 晃英 京都府立医科大学 地域保健医療疫学

P2-053 睡眠による休養の満足度と唾液中ストレスマーカーについての季節変動
遠藤 香 静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科公衆衛生学研究室

P2-054 地域住民における首尾一貫感覚（SOC：Sense of coherence）と
生命予後との関連
山内 加奈子 愛媛大学教育学部附属教育実践総合センター

P2-055 Spatial and temporal evolution of the epidemic of charcoal-burning suicide in 

Japan

Yoshioka Eiji  Division of Community Medicine and Epidemiology,  Department of Health 

Science, Asahikawa Medical University, Asahikawa, Japan

P2-056 Fixed effects analysis of neighborhood collective effi cacy and children’s 

development

Ichikawa Kayoko   Department of Health Informatics, Kyoto University School of Public Health

P2-057 1歳半児における第2指・第4指比（2D/4D比）の分布と性差
山田 泰行 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科

P2-058 地域の母子保健情報に基づいた妊娠届出時の母親の喫煙と2歳児のう歯の関連
北野 尚美 和歌山県立医科大学地域・国際貢献推進本部地域医療支援センター

P2-059 妊娠中の喫煙と体重増加の関連および、それらが出生体重に与える影響の、
妊娠前の体格による検討
塚原 怜 山梨大学大学院総合研究部 社会医学講座
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P2-060 5歳児健診で発達障害が疑われた児と関連する3歳時の生活習慣因子
溝呂木 園子 山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座

P2-061 居住地域での継続的な子育て希望と市区町村の母子保健施策取組状況との関連
―健やか親子21の調査から―
秋山 有佳 山梨大学大学院 総合研究部 医学域 社会医学講座

P2-062 産後うつ予防に関する取り組みと保護者の育児に対する自信
―健やか親子21データより―
元木 愛理 山梨大学大学院 総合研究部 社会医学講座

P2-063 エコチル調査・エコチル山梨における出産後の母親の再喫煙に関する状況
篠原 亮次 山梨大学 大学院 総合研究部 出生コホート研究センター

P2-064 エコチル調査のデータを用いた乳幼児期の発熱頻度の検討　
佐藤 美理 山梨大学大学院 総合研究部 出生コホート研究センター

P2-065 エコチル調査熊本大学サブユニットセンターにおける母体搬送状況と
データの有効性について　第2報
小田 政子 エコチル調査 熊本大学サブユニットセンター

P2-066 エコチル調査熊本大学サブユニットセンターにおける産婦の体格と分娩状況
甲斐村 美智子 エコチル調査 熊本大学サブユニットセンター

P2-067 小児疫学研究における採血方法の開発とその評価
―「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」
山本 貴和子 国立成育医療研究センター

P2-068 つわりを考慮した妊娠初期妊婦における食物摂取頻度調査票の妥当性研究
小川 浩平 国立成育医療研究センター 周産期センター 産科

P2-069 Maternal Height, BMI and Gestational Weight Gain Explain Why Japanese 

Infants Are Small

森崎 菜穂 国立成育医療研究センター社会医学部

P2-070 Occasional spanking in toddlerhood as a risk for later behavioral problems

奥園 桜子 国立成育医療研究センター

P2-071 高層階居住は乳児虐待のリスクか？
藤原 武男 国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部
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P2-072 The impact of fertility treatment on mother-infant bonding impairment

Sampei Makiko    Department of Social Medicine, National Research Institute for Child Health 

and Development, Tokyo, Japan

P2-073 世界経済危機（2007～）による子どもの体格格差拡大：21世紀新生児縦断調査より
近藤 尚己 東京大学

P2-074 身体的健康感に対する睡眠障害および自覚的ストレスの関連性および
交互作用について
若林 諒三 名古屋市立大学 大学院 医学研究科 公衆衛生学分野

P2-075 閉経前女性の骨密度の変化とその関連因子
辻村 尚子 名古屋市立大学大学院 医学研究科 公衆衛生学分野

P2-076 座位行動および余暇身体活動と尿路結石症：コホート研究
―Niigata Wellness Study―
澤田 亨 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

P2-077 高齢期の運動習慣における行動変容ステージによる健康寿命喪失予測：
JAGESコホート研究
亀田 義人 千葉大学

P2-078 物理的・心理的環境要因とCKDリスクの関連についての検討：JAGES Study

白井 こころ 琉球大学 法文学部

P2-079 全国の女子中高生野球チーム指導者における禁煙に関するホームページ情報の調査
星 佳芳 北里大学 医学部

P2-080 中学生のライフスタイル改善による愁訴減少の効果の評価：
クラスター無作為化比較試験
渡邉 純子 熊本県立大学 地域連携・研究推進センター

P2-081 死亡危険度の年齢・時代依存性に関する統計的解析法の提案
大瀧 慈 広島大学原爆放射線医科学研究所

P2-082 国際標準化身体活動質問票および世界標準化身体活動質問票の妥当性および
比較可能性
中田 由夫 筑波大学 医学医療系

P2-083 千葉県市原市における分子疫学コホート研究の協力者募集方法の検討
横井 左奈 千葉県がんセンター 研究所 がんゲノムセンター
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P2-084 妊婦のビタミンD充足状況と黄砂時 /花粉時のアレルギー様症状との関連
金谷 久美子 京都大学大学院 医学研究科

P2-085 J-MICC Study大幸研究における SKATを用いた花粉症リスク関連遺伝子群の
半網羅的探索
菱田 朝陽 名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学

P2-086 JMICC Study静岡・桜ヶ丘地区における非アルコール性脂肪性肝疾患リスクと
栄養素摂取量との関連
栗木 清典 静岡県立大学 食品栄養科学部

P2-087 地域在住者における尿酸値増加に伴う極性代謝物質のプロファイル変化
石川 碧 慶應義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学

P2-088 国民生活基礎調査から見たわが国における関節リウマチ患者の現状
小嶋 雅代 名古屋市立大学大学院 医学研究科 医学・医療教育学

P2-089 郵送法による質問票調査の謝礼授受に関する検討（エコチル調査より）
川上 ちひろ 横浜市立大学 医学部 エコチル調査

P2-090 出生コホート調査における参加者の協力継続要因について：
エコチル調査千葉ユニットセンターの状況から
山本 緑 千葉大学 予防医学センター

P2-091 エコチル調査宮城ユニットセンターのリクルート結果について
水野 聖士 東北大学 メディカルメガバンク機構

P2-092 大規模出生コホート研究への子どもの研究参加に関する養育者の意識調査
須田 英子 東京大学 医科学研究所 公共政策研究分野

P2-093 黄砂が小児気管支喘息患者へ及ぼす影響に関する研究（第一報　研究デザイン）
中村 孝裕 東邦大学 医学部 社会医学講座 衛生学分野

P2-094 東日本大震災における応急仮設住宅住民を対象とした気管支喘息有病率調査
押方 智也子 NHO相模原病院 アレルギー・呼吸器科

P2-095 脳心臓血管・呼吸器疾患の入院患者数に及ぼす大気汚染物質の影響
西村 久明 信州大学 医学部 医学科

P2-096 Association between air pollution and suicide in Tokyo, 2001-2011

Ng Fooksheng Chris    Department of Pediatric Infectious Diseases, Institute of Tropical 

Medicine, Nagasaki University, Nagasaki, Japan
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P2-097 運動習慣が要介護認定に及ぼす影響　―前期高齢者における検討―
松永 貴史 名古屋大学大学院医学系研究科 社会生命科学講座 予防医学分野

P2-098 地域在住高齢者における腎機能と要介護認定の関連性の検討
―岩手県北コホート研究
米倉 佑貴 岩手医科大学 衛生学公衆衛生学講座

P2-099 口腔栄養プログラムにおける介護予防と医療費・介護費の節減の効果：
Quasi-experimental study

遠又 靖丈 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野

P2-100 認知症患者の食欲に影響を与える要因の検討
須磨 紫乃 国立長寿医療研究センター

P2-101 体力指標が認知機能の軌跡に及ぼす影響：草津コホート研究
村山 洋史 東京大学 高齢社会総合研究機構

P2-102 外出と交流の低下の重積が死亡に及ぼす影響
―首都圏高齢者の地域包括的孤立予防研究（CAPITAL study）より
藤原 佳典 東京都健康長寿医療センター研究所

P2-103 農作業の頻度が健康状態および生活環境に及ぼす影響
鈴木 翼 新潟大学医歯学総合病院 次世代医療人育成センター

P2-104 保健補導員経験と同居男性世帯員の健康との関連
今村 晴彦 東邦大学 医学部 社会医学講座衛生学分野

P2-105 福島県南相馬市における児童の肥満の関連要因分析
菖蒲川 由郷 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野

P2-106 大学在学中の体重変動と生活習慣との関連
藤丸 郁代 中部大学 生命健康科学部 スポーツ保健医療学科

P2-107 一般児童における小児喘息と不安症状との関連
木村 真奈美 順天堂大学 医学部 公衆衛生学講座

P2-108 児童における気管支喘息と睡眠呼吸障害との関連
白濱 龍太郎 順天堂大学 大学院 医学研究科 公衆衛生学

P2-109 中学生の喫煙防止教育がもたらす効果 ～生徒と保護者の喫煙との関連～
青石 恵子 宮崎大学 医学部 看護学科
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P2-110 小学校6年間における視力低下の発症時期およびリスクの検討甲州プロジェクト
生存時間分析
野田 北斗 山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座

P2-111 中学生のいじめの加害に関連する要因
水田 明子 浜松医科大学 医学部 看護学科 地域看護学講座

P2-112 通常の食生活下における日本人女性のエクオール産生状況：日本ナースヘルス研究
JNHS（中間報告）
井手野 由季 群馬大学 医学系研究科

P2-113 国民健康・栄養調査における20歳代女性のエネルギー摂取量の申告誤差
清水 若菜 神奈川県立保健福祉大学大学院

P2-114 疫学研究における日本人妊産婦の葉酸摂取量の評価
中山 惠理 大妻女子大学大学院 人間文化研究科

P2-115 東日本大震災に伴う避難生活による小児のこころの健康度と食生活との関連；
福島県県民健康調査
上村 真由 福島県立医科大学

P2-116 小児の食事摂取と Equol産生との関連
和田 恵子 岐阜大学大学院医学系研究科 疫学・予防医学

P2-117 食事性Glycemic index、Glycemic loadと血糖、血中脂質との関連
辻 美智子 岐阜大学大学院 医学系研究科 疫学・予防医学分野

P2-118 食費と社会経済状態、食嗜好との関連
中村 美詠子 浜松医科大学 健康社会医学講座

P2-119 味付けの好み・食行動と24時間尿中ナトリウム排泄量（5回 /年）との関連
山岸 万里菜 奈良女子大学 生活環境学部 食物栄養学科

P2-120 絶食後の検診受診者の尿から食塩摂取量を推定する方法の提案
―起床後第2尿からの推定式の応用―
望月 美咲 名古屋市立大学大学院 医学研究科 公衆衛生学分野

P2-121 地域住民における食塩摂取量と生活習慣に関する研究
―食塩摂取量とアルコール摂取との関連―
上島 寛之 名古屋市立大学大学院 医学研究科 公衆衛生学分野
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P2-122 イヌリンによる腸内ビフィズス菌数増加に関するメタアナリシス
近藤 文 名古屋市立大学大学院 医学研究科 公衆衛生学分野

P2-123 児童・保護者への学校給食と栄養知識による学校割り付け介入研究
等々力 英美 琉球大学大学院医学研究科

P2-124 腰部脊柱管狭窄症の諸症状改善に最適な薬剤は？
新しい統計表示法NMatrixは症例ごとの簡便な薬剤選択を促す
中村 正生 美濃市立美濃病院

P2-125 術後院内骨折発生と看護師スタッフ数の関連
森田 光治良 東京大学大学院 医学系研究科公共健康医学専攻

P2-126 恐怖回避思考と慢性痛との関連についての検討
山田 恵子 大阪大学大学院 医学系研究科 社会医学講座 公衆衛生学

P2-127 身体活動量と睡眠呼吸障害の関連 ―日本人男性労働者における横断研究―
伊藤 弘明 順天堂大学 医学部 衛生学講座

P2-128 主治医と産業医との連携と関連する環境要因：横断研究
北村 大 三重大学 医学部 附属病院 総合診療科

P2-129 主治医と産業医との連携と関連する心理要因：横断研究
市川 周平 三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座

P2-130 遺伝子多型と赤血球系検査値との関連：既報ゲノムワイド関連解析結果の検証
清木 俊雄 名古屋大学大学院 医学系研究科 予防医学

P2-131 Time-series Analysis of Outpatient Laboratory Tests：
the Seasonal and Trend Decomposition Method

近藤 高明 名古屋大学 医学系研究科 病態解析学講座




