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一 般 口 演

1月22日（金）

一般口演（1）（優秀演題賞候補セッション）　10：00～11：30 A会場（1階 多目的ホール）

10：00～10：40 座長：若井 建志（名古屋大学大学院医学系研究予防医学）

O-01 Association of saturated fat intake with the risk of hepatocellular carcinoma：
a cohort study

田村 高志 岐阜大学大学院医学系研究科 疫学・予防医学分野

O-02 アセトアルデヒド脱水素酵素2（ALDH2）の遺伝子多型の女性乳癌に対する影響
鵜飼 知嵩 愛知県がんセンター研究所 遺伝子医療研究部

O-03 神経芽細胞腫マススクリーニング検査の休止前後における
罹患率・死亡率の動向分析
品川 貴郁 大阪大学大学院 医学系研究科 環境医学

O-04 体重増加後の減少・減少後の増加（Weight Cycling）による糖尿病発症リスクの検討
横道 洋司 山梨大学 社会医学講座

10：40～11：30 座長：曽根 博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科）

O-05 東日本大震災後の心理的苦痛と新規要介護認定リスクとの関連
丹治 史也 東北大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学分野

O-06 Vitamin D levels and the risk of cognitive decline in Chinese elderly

Chei CL Duke-NUS, Singapore

O-07 長期にわたる糖尿病は高齢者の海馬萎縮と関連する：久山町研究
平林 直樹 九州大学大学院医学研究院 環境医学

O-08 Health effects of cross-border forest fi re pollution on allergic symptoms in 

pregnant women

大西 一成 鳥取大学 医学部 医学科 社会医学講座 健康政策医学分野

O-09 Light Exposure at Night Increases Risk of Depression：
A Longitudinal Study of the HEIJO-KYO Cohort

大林 賢史 奈良県立医科大学医学部 地域健康医学講座
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一般口演（2）　14：00～15：40 A会場（1階 多目的ホール）

14：00～14：50 座長：田中 英夫（愛知県がんセンター 研究所疫学・予防部）

O-10 Hepatitis B and C virus infection and risk of lymphoid malignancies：
The JPHC Study

Abe Krull Sarah   Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

O-11 Risk prediction model for gastric cancer in the Japanese population：
the JPHC study cohort II

シャルヴァ アドリアン   国立がん研究センターがん予防・検診研究センター 予防研究グループ

O-12 HPV self-sampling increases screening uptake and identifi es those most at risk 

for cervical disease

Hanley Sharon   Hokkaido University Graduate School of Medicine

O-13 日本における子宮頸がん生存率のトレンド（J-CANSIS）
細野 覚代 愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部

O-14 変化係数モデルを用いた大阪府におけるがん罹患・死亡の年齢・時代・
出生コホート効果分析
福井 敬祐 大阪府立成人病センター がん予防情報センター

14：50～15：40 座長：小笹 晃太郎（放射線影響研究所）

O-15 放射線リスクと喫煙リスクの比較 ―放射線業務従事者調査からの知見―
工藤 伸一 公益財団法人放射線影響協会 放射線疫学調査センター

O-16 Geographical variation in attributable fraction of excess body weight on cancer 

incidence in Taiwan

Lo Wei-Cheng Taiwan Cancer Registry, Taipei City, Taiwan

O-17 5-YEAR CANCER PREVALENCE IN TAIWAN, JAPAN, KOREA, SINGAPORE, 

UNITED STATES, AND NORDIC COUNTRIES

Wang Yueh Taiwan Cancer Registry, Taiwan

O-18 Gastric cancer and gastroduodenal ulcers and ABO blood type：
the Japan Nurses'Health Study（JNHS）
Alkebsi Lobna Graduate School of Health Sciences, Gunma University

O-19 地域住民における血清エイコサペンタエン酸 /アラキドン酸（EPA/AA）比と
癌死亡の関係：久山町研究
永田 雅治 九州大学大学院 医学研究院 環境医学
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一般口演（3）　14：00～15：40 B会場（6階 第7会議室）

14：00～14：50 座長：西 信雄（医薬基盤・健康・栄養研究所）

O-20 大豆摂取と糖尿病罹患リスクとの関連について：高山スタディ
小西 希恵 岐阜大学大学院 医学系研究科 疫学・予防医学分野

O-21 カルシウム摂取量と日常生活動作（ADL）との関連：NIPPON DATA90

小暮 真奈 東北大学大学院医学系研究科 個別化予防・疫学分野

O-22 食事由来の抗酸化能と炎症及び酸化ストレスマーカーとの関連
樫野 いく子 国立国際医療研究センター臨床研究センター疫学予防研究部

O-23 Partitioning of nutrients during pregnancy and postpartum in urban Chinese 

women

Zhao Ai School of Public Health, Peking University Health Science Center, China. 

O-24 Physical activity patterns and dyslipidemia in school-age children：
the gender difference

Zheng Wei School of Public Health, Peking University Health Science Center, China

14：50～15：40 座長：辻 一郎（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）

O-25 Real-time characterization of the risk of death associated with MERS in the 

Republic of Korea

西浦 博 東京大学 大学院医学系研究科

O-26 Body mass index and incident functional disability in elderly Japanese：
the Ohsaki Cohort 2006 Study

Zhang Shu  Division of Epidemiology, Tohoku University School of Public Health, 

Graduate School of Medicine, Sendai, Japan

O-27 市町村ごとの転倒者割合と地域組織への参加者割合の関連性：地域相関研究
横田 千尋 千葉大学 予防医学センター

O-28 高齢者のうつ傾向からの回復状況
―JAGES（Japan Gerontological Evaluation Study）2010-13縦断データ分析―
佐々木 由理 千葉大学 予防医学センター

O-29 Childhood socioeconomic status and depression in older Japanese adults：
the JAGES longitudinal study

Tani Yukako The University of Tokyo
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1月23日（土）

一般口演（4）　9：20～10：40 A会場（1階 多目的ホール）

9：20～10：00 座長：尾崎 米厚（鳥取大学医学部環境予防医学分野）

O-30 愛媛県愛南町における生活習慣と認知症及び要介護との関連
江口 依里 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 公衆衛生学

O-31 高感度CRPは6年間平均 BMI変化量と関連する
早坂 美希 山形県立米沢栄養大学

O-32 Introduction of Mazandaran Cohort Study in A Part of PERSIAN Study in Iran

Kheradmand Motahare   Mazandaran University of Medical Science

O-33 Body mass index and risk of diabetes and hypertension in Bangladesh

Rahman Mizanur    Department of Population Science and HRD, University of Rajshahi, 

Bangladesh

10：00～10：40 座長：三浦 克之（滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門）

O-34 高血圧の詳細な家族歴が高血圧発症に及ぼす影響に関する前向き観察研究
五十嵐 理沙 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科

O-35 Platelet count and indoor cold exposure：a cross-sectional analysis of the 

HEIJO-KYO study

佐伯 圭吾 奈良県立医科大学 地域健康医学講座

O-36 東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所事故後における母親の不安の変化と
関連要因：県民健康調査
伊藤 慎也 福島県立医科大学 医学部 公衆衛生学講座

O-37 東日本大震災の被災地におけるアルコール関連問題、嗜癖行動に関する疫学調査
尾崎 米厚 鳥取大学 医学部

一般口演（5）　9：20～10：40 B会場（6階 第7会議室）

9：20～10：00 座長：神田 秀幸（島根大学医学部環境保健医学講座）

O-38 妊娠中の母親の喫煙と乳児期初期の急激な体重増加との関連
林 友紗 東邦大学 医学部 社会医学講座 衛生学分野
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O-39 Prenatal maternal weight gain trajectories grouped by pregestational weight 

status

鈴木 孝太 山梨大学大学院 総合研究部 社会医学講座

O-40 Impact of low household income on lung function among school-aged children 

in Japan

雨宮 愛理 国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部

O-41 Association of Adverse Childhood Experiences with Shaking and Smothering 

among Japanese Parents

伊角 彩 国立成育医療研究センター研究所

10：00～10：40 座長：鈴木 孝太（山梨大学大学院総合研究部社会医学講座）

O-42 日本における乳児の受動喫煙格差の経年変化：
21世紀出生児縦断調査データを用いた繰り返し横断研究
齋藤 順子 東京大学大学院 医学系研究科国際地域保健学教室

O-43 21世紀出生児縦断調査を用いた小児肥満の罹患と生活環境要因に関する経年的研究
池田 奈由 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

O-44 Phenotypes of Childhood Wheeze：A Group-Based Trajectory Analysis

Yang Limin  Division of Allergy, Department of Medical Subspecialties, 

National Center for Child Health and Development.

O-45 特発性正常圧水頭症（ iNPH）の背景因子の評価
―本邦初の全国疫学調査のサブ解析結果より―
栗山 長門 京都府立医科大学医学部 地域保健医療疫学




