一般口演
１月２6日（木）
一般口演（1）
11：30 〜 12：30

O-01

国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康研究センター

東京女子医科大学衛生学公衆衛生学第二講座

日本人男女における２型糖尿病発症予測の ためのBMI
およびウエスト周囲径（WC） 閾値の検討：NIWELLS
五十嵐 理沙

O-06

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

Chest Compression－only CPR vs Conventional CPR by Bystanders:
A Propensity Score Matching Analysis
清原 康介

O-05

大阪府立成人病センターがん予防情報センター

出産直前の大気汚染曝露と常位胎盤早期剥離に関するケースクロスオーバー研究
道川 武紘

O-04

一郎（東北大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学分野）

国民生活基礎調査を用いた国民健康・栄養調査における
非協力世帯の特徴に関する検討
池田 奈由

O-03

座長：辻

2010年のタバコ値上げが喫煙行動変化に与えた影響：中高年者縦断調査
田淵 貴大

O-02

第１会場（グレース）

11：30 〜 12：30

新潟大学医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科

大腸癌予防臨床試験におけるアスピリンと喫煙の関係
石川 秀樹

京都府立医科大学分子標的癌予防医学
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１月２7日（金）
一般口演（2）

第１会場（グレース）

9：00 〜 12：00
座長：岡村

9：00 〜 10：00

O-07

Prevalence of obesity and hypertension in Chinese Children：
A National Survey 2013
Cai Li

O-08

Department of Maternal and Child Health, School of Public Health,
Sun Yat-Sen University

慢性期循環器疾患患者における死亡リスク予測モデルの開発：バイオバンク・ジャパン
秦 淳

O-09

九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野

スタチンは他の抗脂質異常症薬に比べて全癌・大腸癌死亡を減少させている
可能性がある：BioBank Japan
横道 洋司

O-10

10：00 〜 11：00

真奈美（東京大学大学院医学系研究科 健康と人間の安全保障（AXA）寄付講座）

高齢者では肺癌術後の長期予後における過剰死亡リスクが高くなるのか
大阪府立成人病センターがん予防情報センター

がん罹患統計に基づいた小児・青年甲状腺検査期待発見者数の推定
高橋 秀人

O-15

国立循環器病研究センター・統計解析室

座長：井上

宮代 勲

O-14

九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学

都市部コホート研究における循環器疾患のリスクスコアの開発：吹田研究
中井 陸運

O-13

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター

牛乳・乳製品摂取量と高血圧発症との関係：久山町研究
大石 絵美

O-12

山梨大学大学院社会医学講座

東日本大震災前後の高血圧有病割合、服薬割合、管理割合の推移と避難との
関連：福島県「県民健康調査」
永井 雅人

O-11

智教（慶應義塾大学 衛生学公衆衛生学）

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター

３府県コホートの15年後追跡データにおける職業別がん罹患リスクの検討
喜多村 祐里

大阪大学医学部環境医学
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O-16

Association of vegetable consumption with the risk of liver cancer：
a cohort study
田村 高志

O-17

岐阜大学大学院医学系研究科

空間的階層ベイズモデルを用いたがん生存率の地理的格差の解析
中谷 友樹

立命館大学文学部・歴史都市防災研究所

座長：小橋

11：00 〜 12：00

O-18

Department of Maternal and Child Health, School of Public Health,
Sun Yat-Sen University

Household air pollution from cooking and risk of adverse health and
birth outcomes in Bangladesh
Khan Md

O-20

元（獨協医科大学 医学部 公衆衛生学講座）

Only－Child Policy, Weight Status and Lifestyle in Chinese Children：
A National Survey
Lin Lizi

O-19

疫学・予防医学分野

Department of Population Science & HRD, University of Rajshahi

Overweight children's willingness to change weight and subsequent
behaviors and weight status change
Zhang Ting Department of Maternal and Child Health, School of Public Health,
Sun Yat-sen University

O-21

Sugar－sweetened beverages is associated with abdominal obesity
in Chinese children and adolescents
Gui Zhaohuan

O-22

Effects of Asian dust for allergic symptoms may be partly
attributed to PAH－quinone
金谷 久美子

O-23

京都大学大学院

Identifying the transmission route of influenza infection
by phylogenetic and effective distances
浅井 雄介

O-24

Department of Maternal and Child Health, School of Public
Health, Sun Yat-Sen University

北海道大学大学院医学研究科衛生学分野

エアロゾルモデルを用いた越境大気汚染物質による健康影響予測
大西 一成

山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター
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一般口演（3）

座長：中山

9：00 〜 10：00

O-25

健夫（京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野）

Relationships between eating speed and chronic diseases in
a typically sample of Chinese children
Zeng Xia

O-26

第２会場（コンチェルト）

9：00 〜 12：00

Department of Maternal and Child Health, School of Public Health,
Sun Yat-sen University

Sociological Factors Affecting Bio-Security in Poultry Production
Hossain Md Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Chittagong,
Bangladesh

O-27

Impoverishing effects of out-of-pocket payments at different
healthcare services in Bangladesh
Rahman Md Department of Global Health Policy, University of Tokyo

O-28

災害時診療概況報告システムJ－SPEEDについて
久保 達彦

O-29

10：00 〜 11：00

座長：西

信雄（国立医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所）

奈良県立医科大学医学部疫学・予防医学講座

国立がん研究センター社会と健康研究センター疫学研究部

食事記録を用いたアクリルアミド摂取量の推定、および陰膳法との比較による
推定の妥当性検討
横山 悠太

O-33

産業医科大学公衆衛生学教室

Validity of a food－frequency questionnaire for acrylamide intake:
the JPHC FFQ Validation Study
砂見 綾香

O-32

公衆衛生学

写真法による食事調査の妥当性検証
佐伯 圭吾

O-31

医学部

コホート研究によるプレゼンティーズムと疾病休業との関連
藤野 善久

O-30

産業医科大学

相模女子大学栄養科学部管理栄養学科

子ども期の社会経済的地位と高齢期の野菜・果物摂取頻度の関連：
JAGES2010
柳 奈津代

千葉大学大学院公衆衛生学
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O-34

飲食店での野菜増量メニューへの割引インセンティブに関する
クラスタ比較試験：注文割合と売り上げへの効果
近藤 尚己

O-35

東京大学

飲食店での野菜増量メニューへの割引インセンティブに関する
クラスタ比較試験：社会弱者の商品選択への効果
長友 亘

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

座長：横山

11：00 〜 12：00

O-36

後期高齢者レセプトデータを用いたアトルバスタチン先発・
後発医薬品の比較効果研究
西 巧

O-37

福岡県保健環境研究所

社会的要因と食習慣に関する態度の関連 : NIPPON DATA 2010
五領田 小百合

O-38

名古屋大・院医・予防医学

職業別死亡率の時系列分析における地域差の検討
福井 敬祐

O-40

東京医科歯科大学

日本多施設共同コーホート研究（J－MICC研究）：
ベースライン調査参加者の基本特性
若井 建志

O-39

大阪府立成人病センターがん予防情報センター

職業性座位時間と総死亡の関連：多目的コホート研究
菊池 宏幸

一般口演（4）

東京医科大学公衆衛生学分野

第２会場（コンチェルト）

13：00 〜 15：00
座長：井上

13：00 〜 14：00

O-41

茂（東京医科大学 公衆衛生学講座）

震災2年半後の高齢者のうつと死別経験
－日本老年学的評価研究（JAGES）岩沼プロジェクトの縦断研究－
佐々木 由理

O-42

徹爾（国立保健医療科学院）

千葉大学予防医学センター

座位時間と余暇の身体活動が精神的健康状態に及ぼす影響の検討
松永 貴史

名古屋大学大学院医学系研究科予防医学

― 27 ―

O-43

メンタルヘルスに対するソーシャルサポートと愛着スタイルの交互作用
木津喜 雅

O-44

社会的要因及び生活習慣と抑うつとの関連：NIPPON DATA2010
鈴木 春満

O-45

14：00 〜 15：00

千葉大学予防医学センター

国立医薬品食品衛生研究所医薬安全科学部

奈良県立医科大学 疫学・予防医学講座

フレイルの社会的側面が高齢者の転倒の発生におよぼす影響
藤原 佳典

O-52

浜松医科大学健康社会医学

Decreased Sleep Quality in Elderly Females with CKD and Elevated
ADMA Levels: The HEIJO－KYO Cohort
大林 賢史

O-51

建志（名古屋大学大学院 医学系研究科 予防医学）

レセプトデータを用いた後期高齢者におけるDPP4阻害薬と尿路感染症発症の
関連に関する後ろ向きコホート研究
今任 拓也

O-50

座長：若井

要介護リスク得点の開発 －健診データは予測妥当性を向上させるか？－
辻 大士

O-49

日本医科大学衛生学公衆衛生学

Age and Dementia Friendly Cities 指標の開発と地域格差診断
尾島 俊之

O-48

北里大学医学部

雇用の不安定性の経年変化が心理的ストレス反応に及ぼす影響
可知 悠子

O-47

滋賀医科大学

職域集団における発達障害傾向と社会経済状況、生活習慣との関連
鈴木 知子

O-46

東京医科歯科大学国際健康推進医学分野

東京都健康長寿医療センター研究所

日常生活圏域ニーズ調査データによる地域診断は可能か：JAGESプロジェクト
近藤 克則

千葉大学予防医学センター
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一般口演（5）

第１会場（グレース）

15：00 〜 17：00
座長：尾島

15：00 〜 16：00

O-53

日本人にとっての適切な妊娠中体重増加量の算出
森崎 菜穂

O-54

16：00 〜 17：00

北海道大学大学院医学研究科

座長：嶽﨑

俊郎（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 国際島嶼医療学講座）

The influence of community social capital on poor controlled diabetes:
the JAGES study
雨宮 愛理

O-61

埼玉県衛生研究所

Assessing the herd immunity level of measles in Japan using
mathematical models
木下 諒

O-60

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野

川崎病全国調査から確認できた患者の年齢別季節変動に関する解析
尾関 由姫恵

O-59

医薬基盤・健康・栄養研究所

Child Poverty and Maltreatment: Evidence from A-CHILD Study
伊角 彩

O-58

Department of Maternal and Child Health, School of Public Health,
Sun Yat-Sen University

Title: Dietary intakes and depressive symptoms among pregnant
participants in the BC-GENIST cohort
瀧本 秀美

O-57

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正学分野

Oral health knowledge and behaviors among rural-urban migrant
children in China: a follow-up study
Pan Ning

O-56

国立成育医療研究センター社会医学研究部

日本の中学生における不正咬合と顎関節症との関連性について
～甲州市母子保健縦断調査～
駒崎 裕子

O-55

俊之（浜松医科大学 健康社会医学）

国立成育医療研究センター研究所

東日本大震災後における自宅から最寄駅までの距離とBMIの関連は
食事パターンで説明できるか
小暮 真奈

東北大学東北メディカル・メガバンク機構災害交通医療情報学寄附研究部門
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O-62

日本人のメタボリックシンドロームの新規発生率：大規模コホート研究
春山 康夫

O-63

Duration and Degree of Weight Change and Risk of Incident Diabetes :
J－ECOH Study
胡 歓歓

O-64

獨協医科大学医学部公衆衛生学講座

独立行政法人国立国際医療研究センター

Serum fatty acid composition and incident type 2 diabetes in
Japanese
アクター シャミマ

一般口演（6）

国立国際医療研究センター

第２会場（コンチェルト）
座長：小笹

16：00 〜 17：00

国立循環器病研究センター予防健診部

座長：松尾

恵太郎（愛知県がんセンター研究所 遺伝子医療研究部）

喫煙と白血病罹患との関連：多目的コホート研究
鵜飼 知嵩

O-70

医薬基盤・健康・栄養研究所

特定保健指導（積極的支援）の中期効果に関する多施設共同研究：
PROPENSITY SCORE MATCHINGによる効果分析
渡邉 至

O-69

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学

特定健診結果からみた特定保健指導における運動指導と食事指導の効果
西 信雄

O-68

人間総合科学大学健康栄養学科

非肥満、非高血圧集団において塩分摂取量は早朝－就寝前血圧差と関連する：
神戸研究
平田 あや

O-67

晃太郎（放射線影響研究所 疫学部）

勤労世代男性における勤務状況と循環器疾患死亡の関連 NIPPON DATA90
奥田 奈賀子

O-66

疫学・予防研究科

15：00 〜 17：00

15：00 〜 16：00

O-65

疫学予防研究科

愛知県がんセンター研究所遺伝子医療研究部

放射線業務従事者におけるアスベスト、粉じん、喫煙、放射線の
肺がん死亡リスク
工藤 伸一

（公財）放射線影響協会放射線疫学調査センター
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O-71

ヘリコバクター・ピロリ菌除菌治療による原発性胃癌の予防効果：
システマティックレビューとメタ分析
瀬田 剛史

O-72

血清脂肪酸組成と動脈硬化との関連：スリランカと日本の国際比較
黒谷 佳代

O-73

医薬基盤・健康・栄養研究所

分子遺伝疫学解析によるヒト腸管からの尿酸排泄の証明：
尿酸値は小腸上皮障害のマーカーとなる
赤司 藍理

O-74

日本赤十字社和歌山医療センター消化器内科

防衛医科大学校分子生体制御学講座

ミトコンドリアゲノム多型と身体活動が血中アディポネクチン濃度に及ぼす影響
西田 裕一郎

佐賀大学医学部社会医学講座予防医学分野
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