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ご挨拶

この度、第 11 回日本公衆衛生看護学会学術集会を仙台国際センターおよび一部オンライ

ンにて開催させていただくことになりました。

第 11 回学術集会では、「ポストコロナ社会における公衆衛生看護への期待 ～新たなコ

ミュニティケアシステムの創出～」をメインテーマに掲げます。2019 年末以降、新型コロ

ナウイルス感染症はパンデミックとなって、人々の生活は変化し、経済活動にも大きな影響

をもたらしました。この結果、個人間や地域間の健康格差にも影響を及ぼし、生活習慣病、

メンタルヘルスや自死、虐待等、従来の健康課題の増悪が進みました。また、社会に取り残

される社会的孤立者の増加や、コミュニケーションの変化から発生する新たな健康課題への

対応も求められています。 

このような多様な健康課題の解決に向けて、公衆衛生看護従事者が活躍しています。人手

不足が深刻な中、担当部署や所属機関内の体制を強化し、地域の資源を活用しながら、個人

のケアシステム構築から、地域のニーズに対応した健康づくりのためのシステム構築を進め

てきました。今後も、これらの経験をもとに、ポストコロナ社会に対応した様々なシステム

を創造していくことが期待されています。 

第 11 回学術集会では、ポストコロナ社会における公衆衛生看護について皆様と意見を交

換し、交流する機会を持てるようなプログラムを準備いたしました。また、多様なスタイル

で多くの方にご参加いただけるように、オンラインか会場参加を選べる本学会初のハイブ

リッド開催を予定しました。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

第 11 回日本公衆衛生看護学会学術集会 

学術集会会長  安齋 由貴子（宮城大学看護学群 教授） 

学術集会副会長 只野 里子 （全国保健師長会宮城県支部/宮城県） 
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開催についてのご案内 

 

 

 

１．開催期間と会場 

当学術集会は、現地会場およびWeb上にて開催するハイブリッド形式です。 

 

【会場開催】 

会期：2022年 12月 17日（土）～18日（日） 

会場：仙台国際センター（〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山） 

 

【オンライン開催】 

会期：ライブ配信 2022年 12月 17日（土）～18日（日） 

   オンデマンド配信 2022年 12月 19日（月）～2023年 1月 31日（火） 

会場：オンライン開催ページ（ https://japhn11.online.yupia.net/ ） 

 

参加に関する詳細は「参加者の方へ」のそれぞれの項をご参照ください。 

 

※ オンデマンド配信とは 

開催期間内はいつでも好きな時にご覧いただける配信方式です。 

※ ライブ配信とは 

定められた日時に配信する方式で、リアルタイムでのやり取りが可能です。 
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２．開催形式（ハイブリッド開催）について 

各プログラムと日程により、開催方法が異なります。以下ご参照ください。 

【現地開催日（ライブ配信日）】 

プログラム 現地会場 Web・オンライン開催ページ 

メインプログラム 各講演を実施します 
現地会場で実施している講演を

Zoom等でライブ配信します 

一般演題 （現地発表はありません） 

発表者が提出した発表動画やPDFを

オンデマンド配信します

誌上発表の場合もあります 

（質疑応答は掲示板で実施） 

ワークショップ
「現地開催型」のワーク

ショップを開催します

１）「Web開催型」のワークショッ

プを Zoom等で開催します 

２）「現地開催型」のワークショップ

のうち、世話人が自身で Zoom

等でライブ配信をするものがあ

ります 

【12月 19日（月）～1月 31日（火） オンデマンド配信期間】 

プログラム オンライン開催ページ

メインプログラム 準備が整い次第、記録動画をオンデマンド配信します 

一般演題 

発表者が提出した発表動画や PDFをオンデマンド配信します 

誌上発表の場合もあります 

（質疑応答は掲示板で実施） 

ワークショップ
世話人の希望により、1つのワークショップにつき動画 1件をオン

デマンド配信します（配信しないワークショップもあります） 
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9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

２階1・２階 3階

第１会場
大ホール

第２会場
橘

第３会場
萩

第４会場
白橿 1

第５会場
白橿 2

オンライン

13：00 ～14：20

シンポジウムA
健康は未来を創る力になる

14：40 ～16：00

シンポジウムB
住民主体のコミュニティづくり

助成：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

16：45～18：00

交流会

9：30 ～ 9：50
開会式

9：50 ～10：20
会長講演

ポストコロナ社会における公衆衛生看護への期待

10：30 ～11：30

特別講演
健康日本 21（第二次）の最終評価と

これからの健康づくり

11：35～12：25

会員集会

15：45～16：35

拡大編集委員会

13：15～14：15
健康危機管理セミナーA

これからの
パンデミック対策
助成：公益財団法人
セコム科学技術振興財団

12：00 ～13：00

ランチョンセミナーA
共催：一般財団法人
電気安全環境研究所
電磁界情報センター

14：30 ～15：30
健康危機管理セミナー B
東日本大震災やCOVID-19
パンデミックなどの
クライシスに対する
医療マネジメント活動

13：45～15：05

ワークショップ
H-1

いまさら聞けない
研究倫理

15：20 ～16：40

ワークショップ
H-2

IHEAT の可能性
と発展への課題

13：45～15：05

ワークショップ
S-1

どうしていますか？
若年層への
禁煙対策

15：20 ～16：40

ワークショップ
S-2

こころを楽にする
実践者のための
事例検討

13：45～15：05

ワークショップ
K-1

ICT を活用した
開業保健師の
活動交流会

15：20 ～16：40

ワークショップ
K-2

院生倶楽部
＠Zoom

13：45～15：05

ワークショップ
N-1
集まろう、

つながろう、話そう 
今日から活かせる
教育実践のあれこれ

15：20 ～16：40

ワークショップ
N-2

保健師活動を
SDGs の枠組みで
考えてみませんか

17：00 ～18：20

ワークショップ
N-E

“時代が求める！
保健師記録の
仕組みづくり！
（第 5 弾）

【国際委員会】

【倫理委員会】

第 1日目 12月 17日（土）
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9 :00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

２階1・２階 3階

第１会場
大ホール

第２会場
橘

第３会場
萩

第４会場
白橿 1

第５会場
白橿 2

オンライン

13：10 ～14：40

シンポジウムE
歯科口腔保健をきっかけに
広げる地域保健の推進と展望

助成：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

15：00 ～16：15

市民公開講座
「声」を磨いて、
イキイキ、ハツラツ！

助成：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

9：30 ～10：50

シンポジウムC
東日本大震災から11年

助成：公益財団法人 セコム科学技術振興財団

11：05～12：25

シンポジウムD
ポストコロナ社会における

企業の健康管理

助成：公益財団法人 セコム科学技術振興財団

9：45～10：45

公衆衛生看護セミナーA
時代に応じた

産業保健看護職の
基礎教育とスキルアップ

11：00 ～12：00

健康危機管理セミナー C
公衆衛生看護における
健康危機管理の仕組み
づくりとマネジメント

15：05～16：05

公衆衛生看護セミナー C
公衆衛生看護学研究に
おける実践者と
研究者との連携

12：30 ～13：30

ランチョンセミナー B
共催：東洋羽毛北部販売
株式会社  仙台営業所

16：20 ～16：40
閉会式

13：50 ～14：50

公衆衛生看護セミナー B
ポストコロナ時代の

母子保健

12：40～14：00

ワークショップ
S-5

時代とともに変化
する地域社会と
公衆衛生看護活動

のあり方

11：05～12：25

ワークショップ
H-4

新型コロナウイル
ス感染症対策に
おける保健師の
ジレンマ

9：30 ～10：50
ワークショップ

S-3
こども家庭センター
の動きのなかで
さらなる母子保健
活動の進化を
考える

11：05～12：25

ワークショップ
S-4

社会的包摂を志向
する公衆衛生看護
について考える会

9：30 ～10：50

ワークショップ
K-3

演劇手法を
用いた新たな
健康教育のカタチ

11：05～12：25

ワークショップ
K-4

若葉保健師から
のメッセージ

11：05～12：25

ワークショップ
N-4

日本公衆衛生看護学会
認定専門家認証制度が
始まりました！

14：15～15：35

ワークショップ
H-6

COVID19 積極的疫学
調査における保健師の
役割と必要な技術

14：15～15：35

ワークショップ
S-6

SNSを通じて公衆
衛生看護活動の価値
を再発見しよう

14：15～15：35

ワークショップ
K-6

地域・職域連携推進に
向けた効果的な協議会
のあり方について

考える

14：15～15：35

ワークショップ
N-6

コロナ禍における
管理期保健師の
組織マネジメント
の実態と課題

12：40～14：00

ワークショップ
H-5

公衆衛生看護実践の
ためのガイドライン
作成に向けて

9：30 ～10：50

ワークショップ
N-3

COVID-19 の
現任教育への
影響とその対応

第 2日目 12月 18日（日）

【広報委員会】【災害・健康危機管理委員会】

【学術実践開発委員会】

【教育委員会】

【専門家認証制度委員会】
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参加者の方へ 
 

 

 
 

現地会場参加・オンライン参加 共通事項 
 

 

１．講演集 

講演集は PDF発行です。印刷冊子の配布はありません。 

オンライン開催ページにログインして、ダウンロードしてください。 

ログイン方法等については「オンラインでのご参加について」の項をご参照ください。 

講演集の印刷冊子をご購入いただくことも可能です（送料・手数料込み 2,500円）。 

学術集会サイトの「参加申込」ページ内、「講演集印刷冊子 購入申込」のボタンからお申

し込みください。 

※現地会場では 1部 2,000円にて印刷冊子を販売します。 

事前申込は不要ですが印刷部数が限られますので、売り切れの際は後日送付となります。 

 

 

２．参加証・領収書 

参加証・領収書は PDF発行です。紙面での交付はいたしません。 

オンライン開催ページにログインして、ログイン可能期間内にダウンロードしてください。 

その他の形式での発行をご希望の方は、運営事務局までご相談ください。 

 

 

３．撮影・記録の禁止（権利侵害についてのご注意） 

発表については、発表者に著作権や肖像権等の権利があります。発表者に許可なく撮影や

録音をしたり、画面のスクリーンショットを撮ったりすることは権利侵害にあたりますので

すべて禁止いたします。十分にご留意ください。 

なお、配布資料がある場合はダウンロードが可能です。ダウンロードした資料の内容を引

用・参照する場合は必ず引用・参照元を明記してください。 
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現地会場へのご参加について 
 

 

１．会場へのアクセス 

 

仙台国際センター 会議棟 

〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山 

 

 

 

電車  ： 仙台市営地下鉄 東西線 国際センター駅から徒歩 1分 

タクシー： 仙台空港から約 50分 / 仙台駅から約 7分 

 

7



 

２．会場配置図 
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３．受付場所と受付開始時間 

場所：仙台国際センター 会議棟 2階  

時間： 12月 17日（土） 9：00～17：00 

12月 18日（日） 9：00～15：00 

  

４．受付方法 

【事前申込をされた方へ】 

1. 受付は不要です。オンライン開催ページでダウンロードできるネームカードをご自身で印刷し

てご持参ください。 

2. 2階受付付近に名札ケースを用意しています。ケース内にネームカードを入れてご着用くださ

い。 

（カラー印刷が難しい方、当日お忘れの方は受付にお申し出ください。） 

【当日申込をされる方へ】 

1. 受付にご用意する当日参加申込用紙をご記入・ご提出の上、当日参加費を現金にてお支払

いください。ネームカードと名札ケースをお渡しします。 

2. ネームカードに必要事項を記入し、名札ケースに入れてご着用ください。 

 

５．クローク 

1階小会議 1にクロークを設置いたします。貴重品はお預かりできません。 

時間： 12月 17日（土） 9：00～18：10 

12月 18日（日） 9：00～17：00 

 

６．昼食 

・ ホール内での飲食は禁止です。 

・ ホール以外での飲食は可能です。ただし、ご自身でお持ち込みになった昼食のごみは、必ず

ご自身でお持ち帰りください。会場内のごみ箱には投棄なさらないでください。なお、ワーク

ショップなどで会話がある場面での飲食はお控えください。 

・ 休憩スペース内で昼食をとる場合、会話はお控えいただき、黙食にてお願いいたします。 

・ ランチョンセミナーは事前参加申込をしている方のみ、昼食(お弁当)付きで参加できます。残

席がある場合には当日ご案内します。 

・ 事前参加申込をされた方は、オンライン開催ページからセミナーチケットをダウンロード、印刷

して当日ご持参ください。セミナーチケットと引き換えにお弁当をお渡しします。 
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７．注意事項 

・ 会場内は禁煙です。 

・ 会場内では携帯電話の電源を切るか、マナーモードにしてください。 

・ 感染予防にご留意いただき、体調不良の際はオンライン参加とする、またはお早めにご帰宅い

ただくなど、自己管理をお願いいたします。 

・ 講演・発表内容の撮影・録音を行うことは権利侵害となりますため、固く禁止いたします。撮影・

録音等を行っていることが明らかとなった場合には、それ以降の学術集会への参加をお断りい

たします。 

・ 報道関係者（プレス用の腕章着用者）に限り、写真撮影・録画・録音を許可します。 

 

８．その他 

１） 新型コロナウイルス感染症予防対策について   

感染予防対策へのご理解とご協力を頂けますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。   

(1) 発熱、咳、咽頭痛、強い倦怠感など新型コロナ感染症が疑われる症状がある場合は来場を

お控えください。 

(2) 濃厚接触者については、政府のガイドラインに従い、外出を控える期間に該当する場合は

来場せず、オンラインでご参加ください。 

(3) 会場内では常時マスクを着用し、手洗い・消毒を徹底してください。また、三密の回避にご

協力をお願いいたします。 

(4) 昼食時は黙食としてください。 

(5) 来場後に新型コロナウイルス感染症の症状が疑われた場合は、ご帰宅をお願いする場合

があります。 

２） 開催中止について  

感染症の流行や災害等により、学術集会の自粛が必要な場合、速やかに現地会場での学

術集会の中止を決定し、オンライン開催のみに切り替えます。この場合、学術集会ホーム

ページに緊急掲示するとともに、会場の入口等に掲示します。 
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オンラインでのご参加について 
 

 

１．オンライン開催ページ 

 

第 11回 日本日本公衆衛生看護学会学術集会 

オンライン開催ページ  

https://japhn11.online.yupia.net/ 

 

 

 

・ オンライン開催ページはGoogle Chrome, Microsoft Edgeの最新版（2022年 11月時点）

で動作確認をしています。スマートフォンでもご覧いただけます。 

なお、Internet Explorer では正しく動作しない場合があります。 

・ オンライン開催ページに、ライブ配信の URL やオンデマンド配信の動画を掲載します。

講演集や参加証・領収書も、上記にログインしてダウンロードしてください。 

・ 操作せずに 6 時間が経過するとログアウト状態になります。お手数ですが、再度ログイ

ンをお願いいたします。 

・ オンライン開催ページは現地開催の数日前にプレオープンします。プレオープンしまし

たらメールでご連絡しますので、現地開催・ライブ配信の前にログインをお試しくださ

い。 

 

２．ログイン情報 

・ オンライン開催ページにログインするためには、ID（参加登録番号）とパスワードが必

要です。IDとパスワードは参加登録時の「参加登録を完了しました」というメールに記

載されています。 

・ 入金確認ができていない場合はログインできません。 

・ IDとパスワードはご本人専用です。複数名でのご利用は避けてください。視聴する方は

全員参加登録及びお支払いの上、個別にログインをお願いいたします。 

・ 同じ PC から別の方が参加される場合は、一度ログアウトをして頂き、改めてご自身の

IDとパスワードでログインしてください。 

・ 参加にあたっての留意事項についてご確認いただき、遵守する旨のチェックを入れてロ

グインしてください。 

  

ログイン可能期間：1月 31日（火）まで 
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３．ライブ配信（12月 17、18日）ご視聴の方へ 

・ 現地開催日には Zoom でのライブ配信を行います。第 1 会場、第 2 会場は Zoom ウェビ

ナーを利用します。ワークショップについては世話人の設定によります。 

・ ZoomURLは、オンライン開催ページの「ライブ配信」のページに掲載します。 

・ 質問は全員宛のチャットをご利用ください。なお、質問の際はお名前とご所属を添えて

ください。なお、すべての質問に対応できない場合もございます。予めご了承ください。 

 

【Zoom利用についてのお願い】 

・ Zoomは必ず最新版に更新してください。 

https://zoom.us/download 

・ Zoom アプリケーションをインストールしてご利用いただくことをおすすめします。

ブラウザで利用することもできますが、映像や音声がスムーズに送受信できない場合

があったり、一部の機能が利用できなくなりますことをご了承ください。 

・ Zoom利用にご不安がある場合は以下の手引きをご参照ください。接続テストができ

るリンク先も文書の最後に記載しています。 

 

＜Zoom参加の手引き＞ ※手引き作成時から機能が更新されている場合があります 

スマホ版 https://www.yupia.net/tips/ZOOM_forMobile.pdf 

PC版 https://www.yupia.net/tips/ZOOM_forPC.pdf 

 

 

４．オンデマンド配信について 

・ 12月 17日より、オンライン開催ページにて一般演題の発表が視聴できます。 

・ 会場開催の記録動画やワークショップの動画（ワークショップによりある場合とない場

合があります）は、開催後 1週間～10日のうちに掲載予定です。掲載後、メールおよび

ホームページでお知らせいたしますので、少々お待ちください。 

・ それぞれの視聴方法はページ内の説明をご参照ください。 

 

 

５．メッセージボックス 

・ オンライン開催ページの中には「メッセージボックス」というページがあります。 

・ このページでは一般演題・ワークショップの掲示板においてやりとりされた質問・感想

（後述）の履歴を表示します。この表示内容は、ログインした方に個別の内容となりま

す。 

・ 質問・感想があった場合、投稿者・発表者にメールが送信されます。メール不要の場合は

メールを受け取らない旨のチェックボックスにチェックを入れてください。 
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６．オンデマンド配信へのリアクション 

・ 各プログラムのページには、コメント欄や質問・感想掲示板を設置しており、一般演題と

ワークショップは「いいね」を押すことができます。ぜひ積極的にご活用ください。 

・ コメント欄や質問・感想掲示板への投稿内容について、事務局が不適切と判断した内容

については削除させていただく場合がありますのでご了承ください。 

不適切な書き込みを発見した方は、速やかにお知らせください。 

 

１）メインプログラム 

各プログラムにコメント欄を設置しています。 

投稿すると、ご自身の氏名と投稿時刻が自動的に表示され、公開されます。 

質問の書き込みも可能ですが、基本的には回答できませんことをご了承ください。 

 

 

２）一般演題 

それぞれに「いいね」「質問・感想」のボタンを用意しています。ブラウザによっては

正しく動作しませんので、推奨ブラウザ（Google Chrome, Microsoft Edge）をご利用く

ださい。 

 

（１）いいね 

1演題につき 1度押すことができます。もう一度押すと「いいね」が取り消されます。

「いいね」は匿名であり、誰が押したかはわかりません。 

 

 

 

 

（２）質問・感想 

クリックすると該当演題の質問・感想掲示板が開き、質問・感想を書き込むことがで

きます。 

（公衆太郎：12/23-11:10） 

（保健花子：12/22-12:30） 
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投稿すると、ご自身の氏名と投稿時刻が自動的に表示され、公開されます。発表者か

らの返信に対してさらに返信を書き込むことも可能です。 

質問・感想の書き込みがある演題では、質問・感想ボタン上に丸印が表示されます。 

 

投稿履歴は各自のメッセージボックスのページで確認できます。質問への回答がある

と、メールでお知らせします。メール配信不要の方はメッセージボックスのページで配

信不要のチェックを入れてください。 

 

発表者が回答する時間が必要ですので、ご質問はできるだけオンライン開催期間終了

の 5 日前までにお願いします。なお、回答がない場合もありますことをご了承くださ

い。 

投稿内容は全ての参加者が閲覧できます。個人情報や公開不可の内容は記載しないよ

うご注意ください。 

 

 

  

（保健 
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一般演題発表者・ワークショップ世話人の方へ 

 

 
 

共通事項（オンデマンド配信期間中の対応） 
 

 

オンライン開催のオンデマンド配信は 12月 17日（土）～1月 31日（火）までを予定して

います。この間、参加者は自由に発表ファイルを閲覧でき、各演題に設置された「いいね」

「質問・感想」のボタンでリアクションできるようにしています。不適切な内容を受け取っ

たり、対応に困ったりすることがあれば事務局へご連絡ください。内容を確認し、対応いた

します。 

 

 ＜質問・感想掲示板＞  

質問や感想が書き込まれた場合には自動でメールをお送りします。質問への回答は必須

ではありませんが、ご自身の演題の質問ボタンをクリックして掲示板を開き、できるだけ

返信をお願いします。 誹謗中傷など不適切な内容が届いた場合には、事務局が判断し、削

除しますのでお知らせください。また、URL等がある場合には、信頼できるものかどうか

をよくご確認ください。 なお、質問には自動的に氏名と時間が表示されます。 参加者の

方には、質問はできるだけオンライン開催期間終了の 5日前までに書き込んでいただくよ

う依頼します。  

 

＜いいねボタン＞  

いいねボタンを押すことができます（1 演題につき、1 人 1 回しか押せません）。 これ

は完全に匿名であり、どなたがボタンを押してくださったかは非公開です。演題の筆頭発

表者は自身の演題に対して「いいね」が押された数を「メッセージボックス」という名前

の管理ページでも確認することができます。 （ボタンが押された旨のご連絡はいたしませ

んので、ご自身で適宜確認してください。）   

 

※「いいね」が押された数や、質問・返信の内容は「メッセージボックス」のページでダウン

ロードできます。ダウンロードしたファイルは、開催期間終了後も内容を確認できます。 
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ワークショップ世話人の方へ 
 

 

１．現地開催型 

＜開始まで＞ 

1. 代表者の方は、開始時刻の 20分前までに受付にお越しいただき、ワークショップ受付をお願

いします。 

2. 会場の準備は全て世話人の方が行ってください。会場には、前のプログラム終了後にご

入場をお願いします。 

3. 話題提供者等、当該ワークショップに話題提供のためだけに参加する方がいらっしゃる

場合は、代表者のワークショップ受付時に話題提供者用の名札をお渡しします。受付に

話題提供者がいらしても対応できませんので、世話人が待ち合わせ場所や時間を設定す

るなどして話題提供者用の名札を渡してください。ワークショップ終了後は名札の返却

をお願いします。 

4. 事前の打ち合わせが必要な場合、専用のお部屋はご用意できませんが、参加者休憩室等

を適宜ご利用ください。どうしてもお困りの場合は総合案内へご相談ください。 

 

＜会場設備について＞ 

1. 会場はスクール形式（机のある形）です。机の移動は可能ですが、時間内に原状復帰し

てください。なお、椅子は少々重さがあります。移動の際はお気をつけください。 

2. 受付用として、部屋の外に机 1台と椅子 2脚、掲示物を吊り下げるためのスタンド 1本

をご用意します。自由にご利用ください。 

（なお、壁面への貼り付けは禁止させていただきます。壁面の保護にご留意ください） 

3. 演者席にWindowsPCを 1台ご用意します。HDMI 接続で会場のプロジェクター・ス

クリーンが使用できます。それ以外の機器が必要な場合は原則として世話人でご準備を

お願いいたします。 

4. マイクは以下の本数が利用できます。 

 萩   … 有線 2（演者席・座長席）、無線 4（フロア 2、他 2） 

 白橿１ … 有線 2（演者席・座長席）、無線 3 

 白橿２ … 有線 1（演者席）、無線 2 

5. 会場の有線 LAN接続（1口）が利用できます。演者席 PCまでの LANケーブル（1

本）はご用意します。分岐が必要な場合、ハブやケーブルなどはご準備ください。その

他、受付でネットワーク関係のご案内をお配りします。 
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＜運営・片づけ＞ 

1. 世話人及び参加者は全員必ずマスクを着用し、感染予防に十分ご配慮ください。 

2. 運営・進行・片付けはすべて世話人が行ってください。時間内に片づけまで終了し、終

了時刻までに退出してください。終了後の休憩時間には次のプログラムの方が準備でき

るよう、ご協力をお願いいたします。 

 

＜当日にライブ配信を行う場合、事後オンデマンド配信を行う場合＞ 

Zoom等、ライブ配信で利用するオンラインミーティングの参加用 URLは世話人がご自身

で設定してください。事後にオンデマンド配信する動画ファイルは 12月 26日（月）までに

ご提出ください。 

詳細はホームページ「発表者・世話人の方へ」に掲載しております資料をご参照ください。 

 

 

２．Web開催型 

＜開始まで＞ 

1. Zoom等、オンラインミーティングの参加用 URLは世話人がご自身で設定し、立ち上

げてください。 

2. 参加者からの問い合わせに対応できるよう、当日の連絡先を設定してください。 

3. 参加者用URLや参加方法の案内等は開催の数日前にプレオープンする「オンライン開

催ページ」に掲載します。 

4. 参加は学術集会の参加者に限ります。参加者用URLは公表しないでください。 

ただし、話題提供者等、当該ワークショップに話題提供のためだけに参加する方がい

らっしゃる場合は、その方が登壇できるようお伝えいただいて構いません。 

 

＜運営＞ 

1. オンラインミーティングの立ち上げ、運営・進行はすべて世話人が行ってください。既

定の時間内に終了するよう、ご協力をお願いいたします。 

2. 後日参加者数をお尋ねします。概数で結構ですので控えておいてください。 

 

＜現地会場から登壇する世話人がいらっしゃる場合＞ 

1. 会場からWeb開催型のワークショップに登壇できるよう、「オンライン登壇室」として

小さな部屋をご用意します。ご利用の場合は総合案内にお声かけください。 

（会場に複数名いらっしゃる場合は、どなたかが代表してお声かけください） 
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2. オンライン登壇室では会場のWi-Fiが利用できます。ただし、接続を保証することはで

きませんこと、ご了承ください。ご心配な場合はご自身でWi-Fiをお持ちになることを

おすすめします。 

3. 前の時間帯のWeb開催型ワークショップでオンライン登壇室を利用している場合、オ

ンライン登壇室に入室できるのは前のワークショップ終了後となります。 

4. ご自身のワークショップ終了後は次のワークショップの方がオンライン登壇室を利用で

きるよう、速やかにご退室ください。 

 

＜事後オンデマンド配信を行う場合＞ 

事後にオンデマンド配信する動画ファイルは 12月 26日（月）までにご提出ください。 

詳細はホームページ「発表者・世話人の方へ」に掲載しております資料をご参照ください。 

 

 

 

 

一般演題座長の方へ 

 

 

オンライン開催において、開催中いずれかのタイミングで各演題の抄録と発表用 PDFファ

イルをご覧ください。各演題には質問・感想掲示板が設置されています。期間内に、ご担当

のすべての演題の掲示板に質問、またはコメントを投稿してくださいますよう、お願いいた

します。 
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プログラム一覧 

 

 

メインプログラム 

12月 17日（土） 

開会式    9:30～9:50    （第 1 会場：大ホール） 

 
 

会長講演    9:50～10:20   （第 1 会場：大ホール） 

ポストコロナ社会における公衆衛生看護への期待 
演者 安齋 由貴子 （宮城大学看護学群 教授） 
座長 麻原 きよみ 氏（聖路加国際大学大学院看護学研究科 教授） 

 

特別講演    10:30～11:30  （第 1 会場：大ホール） 

健康日本 21（第二次）の最終評価とこれからの健康づくり 
演者 辻 一郎 氏 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学 教授） 
座長 安齋 由貴子 （宮城大学看護学群 教授） 

 

会員集会    11:35～12:25 （第 3 会場：萩） 

 
 

共催ランチョンセミナー A  12:00～13:00  （第 2 会場：橘） 

送電線の電磁波って危ないの？―WHO の見解を紹介します― 
共催：一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター  

演者 大久保 千代次 氏 
（一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター所長、 
 WHO 国際電磁界プロジェクト国際諮問委員会委員） 

座長 高田 雄史 氏 
（一般財団法人電気安全環境研究所電磁界情報センター所長代理） 
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シンポジウム A   13:00～14:20  （第 1 会場：大ホール） 

健康は未来を創る力になる ～地域を想い、ともに歩む～ 地区保健活動の実践 
演者 阿部 由佳 氏 （仙台市青葉区保健福祉センター家庭健康課 保健師） 
 井坂 和美 氏 （木町地区民生委員・児童委員） 
 松本 明美 氏 （仙台市宮城野区保健福祉センター家庭健康課 健康増進係長） 
 片桐 勝二 氏 （田子西中央町内会 前会長） 
 千葉 良恵 氏 （仙台市宮城野区保健福祉センター障害高齢課 主任） 
 芦澤 勝彦 氏 （ひまわり手芸店（居場所カフェ）） 
座長 大森 純子 氏 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分野 教授） 
 佐野 ゆり 氏 （仙台市宮城野区保健福祉センター家庭健康課 課長） 

 

健康危機管理セミナー A   13:15～14:15  （第 2 会場：橘） 

これからのパンデミック対策 ～COVID-19 パンデミックの経験から～ 
助成：公益財団法人 セコム科学技術振興財団 

演者 押谷 仁 氏 （東北大学大学院医学系研究科微生物学分野 教授） 
座長 田口 敦子 氏 （慶應義塾大学看護医療学部 教授） 

 

健康危機管理セミナー B   14:30～15:30  （第 2 会場：橘） 

東日本大震災や COVID-19 パンデミックなどのクライシスに対する 
医療マネジメント活動 

演者 石井 正 氏 （東北大学病院総合地域医療教育支援部 教授） 
座長 只野 里子 （宮城県高等看護学校 校長） 

 

シンポジウム B   14:40～16:00  （第 1 会場：大ホール） 

住民主体のコミュニティづくり～共に創る誰もが生きやすい地域づくりと保健師活動～ 
助成：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 

演者 石田 祐 氏 （宮城大学事業構想学群 教授） 
 庄司 昌彦 氏  （武蔵大学社会学部メディア社会学科 教授） 
 礒村 直美 氏 （角田市地域包括支援センター 所長） 
座長 中板 育美 氏 （武蔵野大学看護学部 教授） 
 村中 峯子 氏 （宮城大学看護学群 准教授） 

 

拡大編集委員会    15:45～16:35   （第 2 会場：橘） 

 
交流会    16:45～18:00  （第 1 会場：大ホール） 
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12月 18日（日） 

シンポジウム C   9:30～10:50 （第 1 会場：大ホール） 

東日本大震災から 11 年～私たちが学び、未来に伝えたいこと～ 
助成：公益財団法人 セコム科学技術振興財団 

演者 只野 里子 （宮城県高等看護学校 校長） 
 大槻 文子 氏 （宮城県丸森町保健福祉課 参事兼技術補佐） 
 横野 富美子 氏（宮城県大崎保健所栗原支所 地域保健専門監） 
 奥田 博子 氏 （国立保健医療科学院健康危機管理研究部 上席主任研究官） 
座長 佐藤 きえ子 氏（宮城県石巻保健所登米支所 地域保健専門監） 

 

公衆衛生看護セミナー A   9:45～10:45  （第 2 会場：橘） 

時代に応じた産業保健看護職の基礎教育とスキルアップ 
演者 五十嵐 千代 氏（東京工科大学医療保健学部看護学科 学科長・教授 ⁄  
     産業保健実践研究センター長） 
座長 中谷 淳子 氏 （産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学 教授） 

 

健康危機管理セミナー C   11:00～12:00  （第 2 会場：橘） 

公衆衛生看護における健康危機管理の仕組みづくりとマネジメント 
演者 春山 早苗 氏   （自治医科大学看護学部 教授） 
座長 佐々木 久美子 氏 （日本赤十字秋田看護大学看護学部 教授） 

 

シンポジウム D   11:05～12:25  （第 1 会場：大ホール） 

ポストコロナ社会における企業の健康管理－過去・現在・未来 
助成：公益財団法人 セコム科学技術振興財団 

演者  岡田 睦美 氏  （富士通株式会社健康推進本部健康事業推進統括部 
      健康支援室） 
 中野 愛子 氏  （株式会社日立製作所人財統括本部デジタルシステム＆ 
      サービス人事総務本部京浜地区産業医療統括センタ） 
 森鍵 祐子 氏 （山形大学大学院医学系研究科看護学専攻 教授） 
座長 千葉 敦子 氏 （青森県立保健大学 准教授） 
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共催ランチョンセミナー B  12:30～13:30  （第 2 会場：橘） 

「睡眠マネジメント」～健康な心と体は睡眠から～ 
共催：東洋羽毛北部販売株式会社 仙台営業所  

演者  大内 徹 氏  
 （東洋羽毛北部販売（株）、（一社）日本睡眠教育機構認定上級睡眠健康指導士） 
 
シンポジウム E   13:10～14:40  （第 1 会場：大ホール） 

歯科口腔保健をきっかけに広げる地域保健の推進と展望 
～健口づくりから地域包括ケアシステムまで～ 
助成：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 

演者  佐々木 早苗 氏 （宮城県美里町健康福祉課健康推進室 技術主幹兼保健係長） 
  小田嶋 保子 氏 （秋田県健康福祉部健康づくり推進課 主査） 
  村松 真澄 氏 （札幌市立大学看護学部老年看護学領域 准教授） 
座長・演者  小関 健由 氏  
  （東北大学大学院歯学研究科地域共生社会歯学講座予防歯科学分野 教授） 
 

公衆衛生看護セミナー B   13:50～14:50  （第 2 会場：橘） 

ポストコロナ時代の母子保健 
～聴こえない声に耳を澄まし、地域で支援する保健師の役割～ 

演者 中板 育美 氏 （武蔵野大学看護学部 教授） 
座長 岸 恵美子 氏  （東邦大学大学院看護学研究科 教授） 
 

市民公開講座  15:00～16:15 （第 1 会場：大ホール） 

「声」を磨いて、イキイキ、ハツラツ！～健康維持のための発声ボイストレーニング～ 
助成：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 

演者 高橋 寿和 氏 （TAKAHASHI VOICE PRODUCTION） 
座長 髙橋 みや子 氏  （前宮城大学 教授） 

 

公衆衛生看護セミナー C    15:05～16:05  （第 2 会場：橘） 

公衆衛生看護学研究における実践者と研究者との連携 
演者 田髙 悦子 氏 （北海道大学大学院保健科学研究院 教授） 
座長 荒木田 美香子 氏  （川崎市立看護大学 副学長・教授） 

閉会式    16:20～16:40  （第 2 会場：橘） 
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ワークショップ 

 

H-1 倫理委員会 12 月 17 日（土）13:45～15:05 （第 3 会場：萩） 

いまさら聞けない研究倫理 
これを知って実践を Step Up! ＜倫理委員会企画＞ 

春山 早苗 （自治医科大学看護学部） 

H-2 .     . 12 月 17 日（土）15:20～16:40 （第 3 会場：萩） 

IHEATの可能性と発展への課題 
雨宮 有子 （千葉県立保健医療大学 健康科学部 看護学科） 

H-4 .     . 12 月 18 日（日）11:05～12:25 （第 3 会場：萩） 

新型コロナウイルス感染症対策における保健師のジレンマ 
～今こそ、保健師の楽しさをつないでいこう！～ 

真溪 淳子 （仙台青葉学院短期大学看護学科） 

H-5 学術実践開発委員会 12 月 18 日（日）12:40～14:00 （第 3 会場：萩） 

公衆衛生看護実践のためのガイドライン作成に向けて 
学術実践開発委員会 

和泉 比佐子 （神戸大学大学院） 

H-6 災害・健康危機管理委員会 12 月 18 日（日）14:15～15:35 （第 3 会場：萩） 

COVID19 積極的疫学調査における保健師の役割と必要な技術 
～クラスター対応の振返りと地域づくりへの展開～ 

河西 あかね （東京都多摩府中保健所） 

S-1 .     . 12 月 17 日（土）13:45～15:05 （第 4 会場：白橿１） 

どうしていますか？若年層への禁煙対策 
～20 歳代男性労働者に対する禁煙支援のあり方を考える～ 

二瓶 映美 （秀明大学看護学部） 

S-2 .     . 12 月 17 日（土）15:20～16:40 （第 4 会場：白橿１） 

こころを楽にする実践者のための事例検討 
―事例検討の技法を検討するワークショップ― 

大村 礼子 （仙台市若林区役所） 
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S-3 .     . 12 月 18 日（日）9:30～10:50 （第 4 会場：白橿１） 

こども家庭センターの動きのなかでさらなる母子保健活動の進化を考える 
上野 昌江 （関西医科大学看護学部） 

S-4 .     . 12 月 18 日（日）11:05～12:25 （第 4 会場：白橿１） 

社会的包摂を志向する公衆衛生看護について考える会 
―ロジック・モデルの実践現場での活用と普及の検討― 

大森 純子 （東北大学大学院医学系研究科） 

S-5 .     . 12 月 18 日（日）12:40～14:00 （第 4 会場：白橿１） 

時代とともに変化する地域社会と公衆衛生看護活動のあり方 
ICT の活用から見えてきた有用性と住民主体の保健活動を展開する上での課題 

髙橋 みね （宮城県保健福祉部保健福祉総務課） 

S-6 広報委員会 12 月 18 日（日）14:15～15:35 （第 4 会場：白橿１） 

【広報委員会企画】SNS を通じて公衆衛生看護活動の価値を再発見しよう 
保健師におけるワーク・エンゲイジメントの視座に立って 

伊藤 純子 （静岡県立大学） 

K-1 .     . 12 月 17 日（土）13:45～15:05 （第 5 会場：白橿２） 

ICT を活用した開業保健師の活動交流会 
井倉 一政 （三重大学医学部附属病院） 

K-2 .     . 12 月 17 日（土）15:20～16:40 （第 5 会場：白橿２） 

院生倶楽部＠Zoom ～修士課程で保健師を目指す学生のネットワークをつくろう！～ 
若松 紅七 （東北大学大学院医学系研究科保健学専攻公衆衛生看護学分野） 

K-3 .     . 12 月 18 日（日）9:30～10:50 （第 5 会場：白橿２） 

演劇手法を用いた新たな健康教育のカタチ 
～自助コミュニティ創出の手法～ 

沼田 誉理 （神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科） 

K-4 .     . 12 月 18 日（日）11:05～12:25 （第 5 会場：白橿２） 

若葉保健師からのメッセージ 
～語る門に“縁”来る in 仙台～ 

和辻 雄仁 （京都府中丹西保健所）  
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K-6 .     . 12 月 18 日（日）14:15～15:35 （第 5 会場：白橿２） 

地域・職域連携推進に向けた効果的な協議会のあり方について考える 
～職域の健康づくりを地域の健康づくりへ 

都筑 千景 （大阪公立大学大学院看護学研究科） 

N-1 .     . 12 月 17 日（土）13:45～15:05 （オンライン） 

集まろう、つながろう、話そう 今日から活かせる教育実践のあれこれ 
～ラダーⅠ教員と考える学生とともに育ちあう教育～ 

鈴木 純子 （大阪医専 高度看護保健学科） 

N-2 国際委員会 12 月 17 日（土）15:20～16:40 （オンライン） 

保健師活動を SDGs の枠組みで考えてみませんか 
坂本 真理子 （愛知医科大学看護学部） 

N-E .     . 12 月 17 日（土）17:00～18:20 （オンライン） 

“時代が求める！保健師記録の仕組みづくり！（第 5 弾） 
―保健師記録に関する研修会の実践例とその効果― 

栁澤 尚代 （弘前学院大学看護学部） 

N-3 教育委員会 12 月 18 日（日）9:30～10:50 （オンライン） 

COVID-19 の現任教育への影響とその対応 
～公衆衛生看護学会グランドデザインについて考えよう！ 

岩本 里織 （神戸市看護大学） 

N-4 専門家認証制度委員会 12 月 18 日（日）11:05～12:25 （オンライン） 

日本公衆衛生看護学会認定専門家認証制度が始まりました！  
～申請に向けた疑問を解決！日頃の活動成果を可視化しましょう～ 
【JAPHN 専門家認証制度委員会】 

岸 恵美子 （東邦大学） 

N-6 .     . 12 月 18 日（日）14:15～15:35 （オンライン） 

コロナ禍における管理期保健師の組織マネジメントの実態と課題 
杉田 由加里 （千葉大学大学院看護学研究院） 
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一般演題 
 

第 1 群 地域づくり 

座長： 成瀬 昂（東京大学大学院） 

1-1 社会的包摂を志向する公衆衛生看護活動のロジック・モデルの考案 

松永 篤志 （東北大学大学院医学系研究科公衆衛生看護学分野） 

1-2 地域住民における健康課題分析のための BI を活用した 

「健康リスクの見える化ツール」の開発 

平石 智美 （千葉大学予防医学センター，筑波大学大学院人間総合科学学術院人間 

総合科学研究群） 

1-3 過疎地域で働く保健師の地域コミュニティに対する認識 

室矢 剛志 （名寄市立大学保健福祉学部看護学科） 

1-4 地域住民の健康習慣と保健師との関わりとの関連検討 

―中山間地域と市街地域の比較― 

髙部 さやか （浜松医科大学地域看護学講座） 

1-5 保健師の地区活動における住民/住民組織とのパートナーシップ構築技術の明確化 

遠藤 真澄 （神戸市看護大学） 

1-6 地区保健活動 ―仙台スタイル宮城野版実践報告― 

佐野 ゆり （仙台市宮城野区保健福祉センター家庭健康課） 

1-7 保健事業における SROI導入の課題についての文献レビュー 

相場 繁 （医療創生大学看護学部看護学科） 

 

第 2 群 地区・住民組織活動 

座長： 田口 敦子（慶応義塾大学） 

2-1 地域組織活動の住民の現状と課題から保健師の支援方策への一考察 

 ～A県市町村保健師の調査から～ 

中島 富志子 （日本保健医療大学保健医療学部） 

2-2 子育て支援における市町村保健師の地区活動展開に関する国内文献検討 

斉藤 瑛梨 （茨城県立医療大学 保健医療学部） 

2-3 生活習慣病における健康課題解決に向けた取り組みについて 

 ～健康で元気に暮らせる町～ 

大宮 美紀 （仙台市若林区保健福祉センター 家庭健康課） 

2-4 定年退職後の男性高齢者が地域支えあい活動に参加してから継続に至るプロセス 

 The process from Participating to continuing in supportive activities male seniors 

in post-retirement communities 

小島 修子 （人間環境大学 看護学部） 
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2-5 保健師活動指針に基づく地区活動を推進するための留意点の検討 

植原 千明 （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科） 

 

2-6 事業再編にかかる実践のプロセスからの学び 

 ―PDCAを一生懸命まわしてみた― 

大村 礼子 （仙台市若林区役所） 

2-7 新型コロナウイルス流行下における 生活困窮者支援団体の事例研究 

 ―支援活動のプロセスと支援者の強みの分析― 

西村 賢志 （帝京大学大学院公衆衛生学研究科） 

 

第 3 群 家族支援 

座長： 斉藤 恵美子（東京都立大学） 

3-1 乳児の気質的「育てにくさ」と母親が適応していくプロセス 

今 曜子 （北海道科学大学保健医療学部） 

3-2 COVID-19禍における幼児の子をもつ父親の在宅勤務と育児及び家事時間との関連 

高瀬 寛子 （大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科） 

3-3 へき地を担当する保健師の 8050世帯への思いと関わり 

田場 真由美 （名桜大学人間健康学部看護学科） 

3-4 健康格差縮小のための公衆衛生看護実践モデルの検討 

 潜在能力アプローチに基づくアセスメントの有用性について 

戸渡 洋子 （熊本保健科学大学保健科学部看護学科） 

3-5 若年認知症を支える家族介護者の困りごとに関する文献検討 

新田 章子 （九州大学大学院医学系学府保健学専攻博士後期課程） 

3-6 在宅看取りにおける就労家族介護者への訪問看護師の支援と課題 

安野 敦子 （長崎県立大学看護栄養学部看護学科） 

 

第 4 群 健康危機管理 A 

座長： 奥田 博子（国立保健医療科学院） 

4-1 東日本大震災により移住した被災高齢者の生活再建のプロセス 

 生活適応を促進した要因の検討 

小野寺 悦子 （宮城大学看護学群） 

4-2 熊本地震後の生活の再建に影響した事柄 

坂口 里美 （九州看護福祉大学看護福祉学部） 

4-3 東日本大震災被災自治体における受援の実態 

佐々木 久美子 （日本赤十字秋田看護大学・看護学部） 
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4-4 保健師に求められる実践能力と卒業時の到達目標に関する  

「平時からの健康危機管理能力」未出小項目の提案―災害を中心に― 

高尾 茂子 （吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科） 

4-5 平時の活動が生きる、保健所保健師が災害支援活動で発揮した実践能力に関する 

質的研究 

田中 貴子 （聖マリア学院大学看護学部） 

4-6 市町村保健師の災害時保健活動遂行能力向上のための演習教材を用いた WEB 研修

方法の検証 

島田 裕子 （自治医科大学看護学部） 

4-7 健康危機管理担当保健師に必要な能力及び実践力を養成するための効果的な研修の

あり方について 

齊藤 和美 （大阪市健康局健康推進部健康施策課） 

 

第 5 群 健康危機管理 B 

座長： 表 志津子（金沢大学） 

5-1 新型コロナウイルス感染症による健康二次被害予防を目的とした地域活動再開支援

についての活動報告 

佐々木 麻衣 （仙台市宮城野区保健福祉センター家庭健康課） 

5-2 COVID-19感染拡大時において特別区保健センター保健師が認識した今後必要と 

なる取組 

赤石 春佳 （東京医療保健大学東が丘看護学部） 

5-3 入院を拒否する COVID-19の陽性者への熟練保健師による支援技術 

鈴木 良美 （東京医科大学） 

5-4 COVID-19感染拡大下において保健所保健師が経験した困難 

鶴田 華恋 （唐津保健福祉事務所） 

5-5 COVID19対応に従事する保健師に向けた災害時メンタルヘルスケアの応用 

 ―心理的応急処置「PFA」を取り入れたミーティングの実践と効果― 

丸岡 綾子 （東京都多摩府中保健所） 

 

第 6 群 健康危機管理 C 

座長： 吉川 悦子（日本赤十字看護大学） 

6-1 災害を想定した行政保健師の在宅酸素療法患者にかかわる連携の実態 

久保 怜音 （神戸大学大学院保健学研究科） 

6-2 災害時における個別避難計画作成の推進に向けた保健所の取り組み 

 ～人工呼吸器使用児の先行事例から市全体への活動の展開へ～ 

仙田 寿子 （大阪市保健所 管理課） 
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6-3 子どもにとってやさしい避難所とは―子どもの語りからみる質的因子探索研究― 

藤田 祐子 （福井県立大学看護福祉学部看護学科） 

6-4 コロナ禍における体重変化と生活習慣に関する研究

住民調査と特定健診結果のデータ結合による分析 

板谷 智也 （金沢大学医薬保健研究域） 

6-5 コロナ疲れによる健診結果の変化と生活習慣に関する研究

―住民調査と特定健診結果のデータ結合による分析― 

高橋 裕太朗 （金沢大学医薬保健研究域） 

6-6 乳幼児を持つ養育者の災害への備えと子どもの防災に関する情報取得との関係 

野口 裕子 （新潟県立看護大学看護学部看護学科） 

第 7 群 公衆衛生看護管理 

座長： 平野 美千代（北海道大学大学院） 

7-1 ニュータウンを対象とした健康支援に関する国内の研究動向に関する文献研究

伊藤 純子 （静岡県立大学看護学部）

7-2 都道府県庁保健師による健康政策決定への関与における公衆衛生看護技術： 

質的研究 

忠津 吏湖 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻） 

7-3 保健師の事業実装力向上策の検討 

～事業実装力と事業化・施策化能力の項目比較より～ 

下田和 美怜 （大阪大学大学院医学系研究科） 

7-4 管理期保健師の組織マネジメント能力向上に向けた学習プログラムの事後評価 

杉田 由加里 （千葉大学大学院看護学研究院） 

7-5 「重層的支援体制整備事業」における保健師の役割に関する文献検討 

―8050問題に焦点をあてて― 

藤原 芳美 （広島文化学園大学 看護学部 看護学科） 

7-6 外国人看護師候補者の受け入れ支援について 

佐藤 文子 （千里金蘭大学看護学部） 

第 8 群 基礎教育 A 

座長： 関 美雪（埼玉県立大学） 

8-1 （演題取り下げ） 

8-2 コロナ禍における公衆衛生看護学実習の工夫

佐藤 千賀子 （秋田県立衛生看護学院保健科）
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8-3 学生が達成感を得た実習内容とその理由 

 ―公衆衛生看護学実習の学びの分析から― 

貴俵 綾子 （秋田県立衛生看護学院保健科） 

8-4 コロナ禍での保健師教育課程における国際保健関連演習の実践と課題 

小寺 さやか （神戸大学大学院保健学研究科） 

8-5 学校保健実習におけるバーチャルリアリティ教材の開発及び導入の試み 

井上 葉子 （奈良学園大学保健医療学部） 

8-6 アクティブラーニングのジグソー法を活用した「多職種連携」教育の試み 

中堀 伸枝 （富山県立大学看護学部） 

 

第 9 群 基礎教育 B 

座長： 臺 有桂（神奈川県立保健福祉大学） 

9-1 公衆衛生看護学実習における、継続的な指導に関する文献検討 

前川 絵里子 （新潟県立看護大学） 

9-2 保健師学生が認識する主観的健康相談実践力と健康相談展開時における 

アセスメント能力の関連 

綾部 明江 （茨城県立医療大学保健医療学部） 

9-3 卒業時の到達目標による教育評価 

 地域の健康課題の明確化と計画・立案する能力に着目して 

柴田 亜希 （埼玉県立大学保健医療福祉学部） 

9-4 Withコロナ時代における「患者学」教育での学生の学び 

鈴木 浩美 （西武文理大学 看護学部） 

9-5 PPM理論を基にした地域診断のためのクイズ型 ICT教材の開発と学習効果の検証 

 ペア学習－反転学習－から生じるメタ認知の促進をめざして 

諏澤 宏恵 （京都光華女子大学・健康科学部・看護学科） 

 

第 10 群 現任教育 A 

座長： 牛尾 裕子（山口大学大学院） 

10-1 アセスメント力向上を目指した保健師現任教育の研修企画（第１報） 

 ―研究企画担当者の個別支援能力育成における課題認識― 

山下 千絵子 （北海道科学大学保健医療学部看護学科） 

10-2 アセスメント力向上を目指した保健師現任教育の研修企画（第２報） 

 ―アクションリサーチによる事例検討の企画意図― 

塩川 幸子 （旭川医科大学医学部看護学科） 

  

30



10-3 A町新任期保健師教育のあり方について 

 過去３年間の他職種も含めた新任期研修から 

中里 早苗 （岩手県軽米町健康福祉課） 

10-4 事例検討会による職場内教育（On-the-Job Training）を体系的に推進するための 

体制づくりと進行管理 

 質的記述的研究 

佐藤 太一 （千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程） 

10-5 モデルプログラムを用いた A県地域保健従事者プリセプター研修の評価 

嶋津 多恵子 （国際医療福祉大学大学院） 

 

第 11 群 現任教育 B 

座長： 鳩野 洋子（九州大学大学院） 

11-1 新任保健師の職務状況から捉えた保健師基礎教育の課題に関する一考察 

服部 真理子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部） 

11-2 アイトラッキングを活用した研究に関する文献検討 

高橋 郁子 （帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科） 

11-3 チームでの語り合いを主軸とした人材育成の実践 

 ～ステップアップミーティングを実施して～ 

永浦 尚子 （宮城県登米市市民生活部健康推進課） 

11-4 対応困難な母子保健事例に対応する保健師への支援 

 ――困難感と事例の理解に焦点をあてて―― 

市川 定子 （自治医科大学看護学部，筑波大学大学院 人間総合科学研究科） 

11-5 新型コロナウイルス感染症対策の中での人材育成 

 ～保健師活動指針アクションプランの取り組み～ 

八幡 亜紀子 （神奈川県厚木保健福祉事務所大和センター） 

 

第 12 群 現任教育 C 

座長： 嶋津 多恵子（国際医療福祉大学大学院） 

12-1 新任期自治体保健師における専門的能力とキャリア形成 

石﨑 順子 （埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科） 

12-2 コロナ禍前後における新任保健師研修実施後の保健師実践能力の到達度評価と 

今後の課題 

木添 茂子 （宮崎県立看護大学看護研究・研修センター） 

12-3 行政保健師の行政能力の要素探索 

 文献レビュー 

森田 誠子 （聖路加国際大学大学院） 
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12-4 市町村保健師管理者能力育成研修の実施と今後の展望 

黒岩 由衣 （宮崎県医療政策課） 

12-5 中堅期保健師の人材育成に関する課題の焦点化:SWOT分析を用いて 

 ～誇りを持ち、いきいきと中核的役割を担える保健師に育っていけるように～ 

星合 裕美 （江戸川区なぎさ健康サポートセンター，千葉大学大学院看護学研究科 

博士前期課程） 

12-6 地域組織活動を通した中堅期保健師の成長を促した経験 

箱石 ゆみ （北海道立旭川高等看護学院地域看護学科） 

 

第 13 群 親子保健・福祉 A 

座長： 喜多 歳子（札幌市立大学） 

13-1 家庭訪問型子育て支援ボランティア活動「ホームスタート」の普及と定着に向けた

課題に関する文献レビュー 

中川 葵唯 （東北大学大学院医学系研究科博士前期課程） 

13-2 母子保健医療サービスへのアクセス改善を目的としたネパール人母親学級の取り組み 

次郎丸 奈美 （杉並保健所保健サービス課高円寺保健センター） 

13-3 日本で暮らす中国人母親の妊娠・出産・子育ての情報探索行動 

森山 ますみ （福岡国際医療福祉大学看護学部） 

13-4 妊娠、出産に伴う母の喫煙の実態について 

 乳幼児健診時の喫煙状況調査の分析 

平山 結依 （大田区保健所 糀谷・羽田地域健康課） 

13-5 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下における父親支援の試行と初めて父親に

なる男性が知りたいこと 

伊藤 加奈子 （仙台市青葉区宮城総合支所） 

13-6 出産前教室において自治体が力を入れている取り組み 

足立 安正 （摂南大学看護学部） 

 

第 14 群 親子保健・福祉 B 

座長： 小出 恵子（大阪大学大学院） 

14-1 母子健康手帳交付時のペア来所と産後における父の育児参加や母の育児状況・健康

状態との関連 

上野 輝実 （大阪市旭区保健福祉センター） 

14-2 生後 4か月児をもつ父親の産後うつの実態 

武田 彩花 （武庫川女子大学大学院看護学研究科） 
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14-3 行政保健師が行う乳幼児を持つ子育て中の父親支援の実態と父親支援に関する課題

の明確化 

長野 扶佐美 （福山平成大学看護学部看護学科） 

14-4 A町における子育て支援に関する研究 

 ―地域で安心した妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を目指して 

蒲原 真澄 （宮崎大学医学部看護学科） 

14-5 子育て家族への保健師の関わりの技術の検討（第 1報） 

 ～保健師への相談を躊躇する援助希求の障壁要因～ 

大木 幸子 （杏林大学） 

14-6 子育て経験者によるアウトリーチ型産前・産後サポート事業を受けた母親の 

気持ちの変化 

白井 和美 （人間環境大学大学院看護学研究科） 

 

第 15 群 親子保健・福祉 C 

座長： 横山 美江（大阪公立大学大学院） 

15-1 乳幼児と共に自治体を跨いだ転居をした母親の課題に関するインタビュー調査 

永井 智子 （目白大学看護学部） 

15-2 COVID -19禍で乳幼児の育児をする母親の近所とのつながりに対する思い 

横溝 珠実 （吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科） 

15-3 新型コロナウイルス感染症蔓延状況下における市区町の両親学級の実施状況と 

その関連要因 

淺井 祥子 （神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域） 

15-4 新型コロナウイルス感染拡大に伴う子育て世代包括支援センター看護職の個別支援

の困難さの特徴 

山地 智香 （松戸市役所子ども家庭相談課母子保健担当室） 

15-5 育てにくさを感じる親の実態－3歳 6か月児健康診査受診者の分析から―第 1報 

小野寺 皐月 （岩沼市役所健康福祉部健康増進課） 

15-6 育てにくさを感じる親の実態－3歳 6か月児健康診査受診者の分析から―第 2報 

半沢 由衣 （岩沼市役所健康福祉部健康増進課） 

 

第 16 群 親子保健・福祉 D 

座長： 大木 幸子（杏林大学） 

16-1 4か月児健診に来所した母親の産後ケア事業利用とその要因について 

中西 佳奈子 （藍野大学短期大学部第一看護学科） 
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16-2 効果的な専門相談実施に向けたインテーク改善の取組み 

西村 真由子 （千葉県山武健康福祉センター（山武保健所）） 

16-3 発達障害児と家族の継続支援にあたる保健師の長期的観点 

 ～育ちの道のりを見通しながら、悩みも喜びも共にし、母親の納得を伴う適時支援を

目指す～ 

藤田 碧 （秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科） 

16-4 発達に課題をもつ児を就園後に支援に繋ぐ保育士の支援の実態 

 よりよい支援に繋ぐための保健師との連携 

森 久仁江 （関西医療大学保健看護学部） 

16-5 自治体と NPO法人の協働による重症心身障害児・医療的ケア児のピア相談の 

取り組みについて 

廣野 礼菜 （杉並区 杉並保健所 高井戸保健センター） 

16-6 自治体と NPO法人の協働による重症心身障害児・医療的ケア児のピアサポート 

交流会のガイドブック作成について 

大杉 成美 （杉並区 杉並保健所 高井戸保健センター） 

 

第 17 群 親子保健・福祉 E 

座長： 和泉 京子（武庫川女子大学） 

17-1 3歳児の統制におけるデジタル機器使用に伴う感情による母親の類型とその特徴 

大西 竜太 （富山県立大学看護学部） 

17-2 第 1子（生後 5～8ヶ月）を育児中の母親を対象とした「育児への自信」とスマホ 

利用内容との関連の検討 

田村 晴香 （名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学専攻） 

17-3 母子健康包括支援センターにおける切れ目ない支援体制の検討 

 ～不安を抱える母親の背景から支援や課題を考える～ 

坂 有紀 （洲本市役所健康増進課） 

17-4 子育て世代包括支援センターにおける妊娠中からの切れ目ない支援の検討 

 第 1報 ―妊娠届出時の母親の気持ちと生活背景― 

中原 洋子 （関西医科大学看護学部） 

17-5 子育て世代包括支援センターにおける妊娠中からの切れ目ない支援の検討 

 第 2報 ―妊娠届出時面接アセスメント指標からの母親の実態― 

安本 理抄 （大阪公立大学大学院看護学研究科） 
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第 18 群 親子保健・福祉 F 

座長： 川崎 千恵（長野保健医療大学） 

18-1 幼児の睡眠習慣とソーシャルキャピタルとの関連 

甲斐村 美智子 （熊本保健科学大学看護学科） 

18-2 幼児のメディア利用の実態と生活習慣の関係 

岸野 仁美 （武庫川女子大学大学院看護学研究科） 

18-3 コロナ禍における YouTubeを活用した妊産婦支援の取組み 

川口 泉輝 （北九州市小倉南区役所保健福祉課） 

18-4 就労している乳幼児を持つ母親の睡眠の質とその関連要因の検討 

中薗 ゆかり （神戸大学大学院保健学研究科） 

18-5 経済不安と 3か月児健診までの病気・けがとの関連 

緒方 靖恵 （佛教大学保健医療技術学部） 

 

第 19 群 親子保健・福祉 G 

座長： 北岡 英子（湘南鎌倉医療大学） 

19-1 認定こども園に通う子どもの睡眠習慣の規則性と生活習慣や態度との関連 

新居 和美 （武庫川女子大学大学院看護学研究科） 

19-2 保育所及び認定こども園等に勤務する看護職の保育保健活動の実態 

北山 富子 （武庫川女子大学大学院看護研究科） 

19-3 ペリネイタル・ロスを経験した母親の行政へのサポート・ニーズ 

鈴木 紗衣 （社会福祉法人聖母会聖母病院） 

19-4 精神および行動の障害を抱える（疑いを含む）妊産婦とその家族の 

マルトリートメント予防に向けた保健師の関わり 

水内 優花 （相模原市こども家庭課） 

19-5 保健師による子どもネグレクトへの支援 

小稲 文 （大東文化大学スポーツ・健康科学部） 

 

第 20 群 高齢者保健・福祉 A 

座長： 望月 宗一郎（健康科学大学） 

20-1 新型コロナウイルス感染症流行下における都市部在住男性高齢者の社会的孤立の 

関連要因：ICTと人づきあいに着目して 

中尾 凪沙 （北海道大学大学院保健科学院） 

20-2 新型コロナウイルス感染症拡大前後における高齢者の外出頻度の変化と身体・心理・

社会的側面の関連 

秋田 もなか （武庫川女子大学大学院看護学研究科） 
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20-3 新型コロナウイルス感染症流行下における高齢者の通院の自粛状況の実態 

大西 優奈 （武庫川女子大学大学院看護学研究科） 

20-4 新型コロナウイルス感染症流行に伴う活動制限下での後期高齢者の生活 

髙田 彩華 （南富良野町役場） 

20-5 コロナ禍のフレイルの現状と課題の整理 

 高齢者自身がフレイルを予防できる仕組み作りを目指すために 

牛田 実希子 （豊橋市役所 長寿介護課） 

20-6 COVID-19流行禍におけるフレイル予防の取り組み：文献レビュー 

寺本 健太 （開成町役場） 

20-7 通いの場に参加する後期高齢者の介護度重症化予防のためのフレイル因子の検討 

清水 暢子 （富山県立大学 看護学部） 

 

第 21 群 高齢者保健・福祉 B 

座長： 神崎 由紀（山梨大学） 

21-1 男性を対象とした通いの場の立ち上げ・活動支援 

 ～コロナ禍を乗り越えて～ 

沼田 誉理 （横浜市青葉区福祉保健課） 

21-2 コロナ禍に展開した都市部男性高齢者の健康プロジェクト 

 集合型プログラムとオリジナル交流アプリを併用した 2年間の介入研究 

平野 美千代 （北海道大学大学院保健科学研究院） 

21-3 「高齢者の地域を基盤とした人々とのつながり」の認識 

菊地 眞海 （北海道大学大学院保健科学院） 

21-4 地域で生活する高齢者の地域づくり活動への参加意思と関連する要因 

 高齢者の年齢を３区分した分析 

中谷 芳美 （福井県立大学看護福祉学部） 

21-5 シルバー人材センター（SC）会員の健康課題、健康づくり・健康管理に関する 

文献検討 

米澤 洋美 （石川県立看護大学） 

21-6 老人クラブ加入者におけるボランティア活動の実態と健康度 

伊藤 倫 （武庫川女子大学大学院看護学研究科） 

21-7 地域包括ケアシステム構築における NPOの役割と課題 

 A地区にある自治型福祉 NPO会員の特徴に着目して 

根来 佐由美 （大阪公立大学看護学部） 
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第 22 群 高齢者保健・福祉 C 

座長： 田村 須賀子（富山大学） 

22-1 地域包括支援センターが対応したセルフ・ネグレクト事例の状況 

 事例の把握時と関わり後の状況の比較 

岸 恵美子 （東邦大学看護学部） 

22-2 社会的孤立への支援の実施状況及び支援者の困難と工夫の実態 

船越 明子 （神戸市看護大学看護学部） 

22-3 アクションリサーチによる小規模自治体職員が生み出す地域ケア会議企画の可視化 

藤井 智子 （旭川医科大学医学部看護学科） 

22-4 在宅医療・介護連携推進事業を活用したコロナ禍の命を守る取り組み 

尾原 ゆり子 （大阪市旭区保健福祉センター） 

22-5 新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域包括支援センター看護職の業務の実態 

斉藤 恵美子 （東京都立大学大学院人間健康科学研究科） 

22-6 地域包括支援センターで働く保健師に特徴的なコンピテンシーの検討 

宮本 美穂 （藤田医科大学保健衛生学部看護学科） 

 

第 23 群 高齢者保健・福祉 D 

座長： 佐藤 紀子（千葉県立保健医療大学） 

23-1 特定健診を利用した地域在住高齢者の認知機能の実態 

片岡 雅美 （山口大学大学院医学系研究科保健学専攻 博士後期課程） 

23-2 地域住民が認知症独居高齢者に行っている支援内容 

千葉 朱里 （宮城大学看護学群） 

23-3 A市における“あしゆびプロジェクト”を軸とした介護予防の取り組み 

 ―活動 5年目を迎えた成果と課題－ 

山村 典弘 （泉大津市高齢介護課） 

23-4 地区に密着した「通いの場」の効果の可視化と活動の特色 PRによるまちづくり活動 

越田 美穂子 （富山県立大学 看護学部） 

23-5 バンコク都における介護予防事業の基礎づくりの実践（第１報） 

 ～協議会設置から人材育成まで～ 

後藤 都 （福岡県筑紫保健福祉環境事務所） 

23-6 バンコク都における介護予防事業（第２報） 

 ～介護予防活動の実践と評価～ 

岩永 薫 （福岡県医療指導課） 

23-7 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の庁内外連携の推進 

 多職種協働による地区診断ワークショップの取組から 

桑原 あゆみ （恵庭市保健福祉部保健課） 
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第 24 群 高齢者保健・福祉 E 

座長： 呉 珠響（東京医科大学） 

24-1 通いの場参加者と非参加者の KDBデータによる保健行動と健康状態の比較 

佐伯 和子 （富山県立大学看護学部） 

24-2 高齢者のヘルスリテラシーの実態とその関連要因 

木谷 裕香 （神戸大学大学院保健学研究科） 

24-3 地域在住高齢者の自分らしい生活とその継続を支えていること 

甲斐 茉里奈 （松戸市役所 子ども家庭相談課） 

24-4 過疎地域在住高齢者のソーシャルサポート獲得における被援助志向性の重要性 

刀稱 華未 （北海道大学大学院保健科学院） 

24-5 高齢者の住まいから考察する医療ケア提供に関する課題 

 サービス付き高齢者向け住宅居住者が要する医療ケアと介護保険利用サービス 

からの検討 

高倉 恭子 （富山大学学術研究部医学系人間科学） 

24-6 通所介護・短期入所生活介護における歯科と連携した口腔ケアの効果 

中込 由紀代 （山梨大学医学部看護学科） 

 

第 25 群 精神保健・福祉 

座長： 蔭山 正子（大阪大学） 

25-1 公衆衛生看護学実習における精神保健活動の学習効果を高める試み 

 ピアサポーターから学ぶ健康課題抽出から実践、政策化への展開 

髙田 千春 （鹿児島大学医学部） 

25-2 重層的な精神保健医療福祉連携体制の構築を目指した県型保健所の取り組み 

 ～「協議の場」構造化の試み～ 

井出 浩一 （埼玉県鴻巣保健所） 

25-3 統合失調症当事者の地域生活を支える市町村保健師と地域住民との協働に関する 

文献検討 

佐藤 泰啓 （宮城大学看護学群） 

25-4 境界知能をもつ当事者の認知の特徴と体験：質的分析 

津禰鹿 すみれ （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻） 
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25-5 県立病院で働く人のためのメンタルヘルス支援体制の構築 

 ―12年間の相談員活動の振り返り― 

山﨑 節子 （新潟県病院局） 

 

第 26 群 感染症保健 A 

座長： 塩見 美抄（京都大学大学院） 

26-1 新型コロナウイルス感染症対策における保健所調査 

 ―保健所設置主体別、人員体制と工夫点― 

乾 愛 （株）ニッセイ基礎研究所） 

26-2 システム導入による保健所 COVID-19対応業務の体制構築 

 ～患者対応における業務管理の視点から～ 

山本 栞里 （文京保健所健康推進課） 

26-3 システム導入による保健所 COVID-19対応業務の体制構築 

 患者対応における質的管理の視点から 

田中 利奈 （文京保健所予防対策課） 

26-4 「京都市版 IHEAT応援チーム」と連携したコロナ対策 

上領 孝枝 （京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課） 

26-5 新型コロナウイルス感染症に関する保健部健康推進課コロナ対応保健師の活動 

高山 名穂子 （広島市役所健康福祉局保健部健康推進課） 

26-6 新型コロナウイルス感染症療養者の「自主的な」健康観察を支える ICTを活用した

プル型支援システムの実践報告 

齋藤 彩乃 （札幌市保健所医療対策室） 

26-7 クラスター発生施設における保健師の役割について 

関口 美紗子 （中区厚生部地域支えあい課） 

 

第 27 群 感染症保健 B 

座長： 小林 真朝（聖路加国際大学） 

27-1 在日ネパール人における結核診断時の理解と受容について 

永田 容子 （公益財団法人結核予防会結核研究所） 

27-2 外国人結核患者の服薬継続の困難さに関する文献検討 

池田 敏子 （令和健康科学大学） 

27-3 知的障害のある結核患者への薬局と保健所の連携による地域 DOTS 

亀山 未来 （文京区保健衛生部・文京保健所） 

27-4 外国人結核患者を支援する通訳者は何をしているのか  

―通訳者の結核療養支援の可視化の試み（第二報）― 

座間 智子 （公益財団法人 結核研究所） 
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27-5 新型コロナウイルス感染症による HPV ワクチン定期接種再開にかかる個別案内・

周知業務への影響 

菅井 敏行 （広島大学大学院 医系科学研究科 地域保健看護開発学） 

27-6 医療従事者のファイザー社新型コロナワクチン副反応症状について 

 ―当院における 1,987人のWeb副反応自己報告より― 

相庭 かおり （埼玉医科大学 国際医療センター 健康推進室） 

 

第 28 群 障害者保健・福祉 

座長： 西嶋 真理子（愛媛大学） 

28-1 COVID-19 流行下における難病療養者・小児慢性特定疾病児童及び家族の療養生活

の実態について 

齋藤 千尋 （青森県東青地域県民局地域健康福祉部保健総室） 

28-2 国内における難病患者の家族支援に関する研究の動向 

和辻 雄仁 （京都府中丹西保健所） 

28-3 重症心身障がい児とその家族の愛着形成支援評価尺度に関する内容妥当性の検討 

田中 陽子 （畿央大学健康科学部看護医療学科） 

28-4 発達障害者（児）等に対する市区町村保健師の継続支援の実態 

矢島 正榮 （群馬パース大学） 

28-5 就学移行期の発達障害児の親を支援する公衆衛生看護技術：質的研究 

荒木 望 （大阪大学大学院医学系研究科） 

28-6 難病療養者が在宅生活困難に至るプロセスの検討と支援への示唆 

松元 悦子 （山口県立大学 看護栄養学部） 

28-7 ALS患者の療養生活の選択における行政保健師の支援内容 

今村 円香 （新潟県福祉保健部健康づくり支援課） 

 

第 29 群 学校保健 A 

座長： 廣金 和枝（兵庫医科大学） 

29-1 学生寮における高専生主体のヘルスコミュニケーションを活用した健康教育の取り

組み 

木之本 奈美 （豊田工業高等専門学校 学生課） 

29-2 外国にルーツをもつ思春期児童・生徒の性に関する実態と課題 

田中 祐子 （徳島大学大学院医歯薬学研究部） 

29-3 特別支援学校と通常学校における学校看護師の役割、雇用に関する文献検討 

関 睦美 （新潟県立看護大学） 

29-4 千葉県における学校看護婦の発祥～その養成方法と職務内容～ 

齊藤 理砂子 （淑徳大学 総合福祉学部） 
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29-5 「学校事故事例検索データベース」を用いた小学校における障害事例の検討 

関 美雪 （埼玉県立大学保健医療福祉学部） 

29-6 横浜市立学校における児童生徒の医療的ケア自立支援の仕組みづくり 

藤原 啓子 （横浜市教育委員会事務局） 

29-7 小学校の養護教諭が行う疾病管理の現状 

竹中 香名子 （愛知学院大学心身科学部健康科学科） 

 

第 30 群 健康教育・グループ支援／学校保健 B 

座長： 三森 寧子（千葉大学） 

30-1 地区担当保健師を模倣した学生主体の健康フェア（健康教育）実習教育プログラム

の開発 

大島 珠子 （山陽学園大学） 

30-2 養育環境に問題の多い地域における思春期教育の取り組み 

川村 麻衣子 （仙台市太白区保健福祉センター家庭健康課） 

30-3 離島中学生のヘルスリテラシー教育プログラムの開発 

 健康情報リテラシーと自己効力感の介入前基礎調査より 

島袋 尚美 （名桜大学人間健康学部） 

30-4 医療系大学における新型コロナウイルス感染対策に関する学生の意識等調査（続報） 

望月 聡一郎 （湘南医療大学保健医療学部） 

30-5 看護学生の食行動と首尾一貫感覚（Sense of Coherence:SOC）および ソーシャル・

サポートとの関連 

小島 亜未 （福井県立大学看護福祉学部看護学科） 

30-6 1人暮らしを始めた看護大学生の COVID-19感染拡大における大学環境への 

適応プロセス 

嶋村 寿江 （国際医療福祉大学クリニック 健康管理センター） 

 

第 31 群 産業保健 A 

座長： 和泉 比佐子（神戸大学大学院） 

31-1 職域における健康づくりリーダーの選任と健康づくり取組状況との関連 

千葉 敦子 （青森県立保健大学 健康科学部） 

31-2 働く女性の月経随伴症状及び対処行動の実態 

安藤 亜実 （宇佐市役所福祉保健部） 

31-3 退職後の男性が生きがいのある生活を送るための支援の検討 

尾形 陽子 （直方市役所健康長寿課） 

31-4 中高年期男性労働者の退職不安と地域とのつながりとの関連 

辻本 春奈 （神戸大学大学院保健学研究科） 
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31-5 在日ベトナム人労働者の抑うつに対する援助要請意図 

福田 優衣 （慶應義塾大学看護医療学部） 

 

第 32 群 産業保健 B 

座長： 巽 あさみ（人間環境大学） 

32-1 新型コロナウイルス感染者の職場復帰の支援について 

筒井 久美子 （富士通（株）健康推進本部健康支援室） 

32-2 中小企業経営者の職業性ストレス尺度の開発 

 中小企業経営者における仕事のストレス要因尺度の信頼性・妥当性の検討 

栗岡 住子 （桃山学院教育大学） 

32-3 小規模分散型の A事業所における人事総務担当者のエンパワメントを通した治療と

仕事の両立支援の推進 

後藤 みずえ （保健師事務所 アオラ） 

32-4 コロナ禍における中小企業の治療と仕事の両立支援の変化と課題 

吉川 悦子 （日本赤十字看護大学看護学部） 

32-5 在宅勤務における健康問題についての文献レビュー 

縞谷 絵理 （東京都立大学大学院） 

 

第 33 群 成人保健 A／産業保健 C 

座長： 本田 光（札幌市立大学） 

33-1 商工会加入者の特定健康診査の受診行動 

藤井 咲希 （武庫川女子大学大学院看護学研究科看護学専攻保健師コース） 

33-2 地域・職域連携における推進要因と阻害要因に関する文献レビュー 

大友 海玖 （東北大学大学院医学系研究科 博士前期課程） 

33-3 壮年期独身男性のソーシャルサポートを活かした生活習慣改善支援指針案の評価 

 適切性・内容妥当性の観点から 

高橋 秀治 （宮崎県立看護大学，千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程） 

33-4 自己管理行動の継続支援を意図したＩＣＴツール活用保健指導プログラムの効果の

検討 

舟橋 千尋 （自治医科大学看護学部） 

33-5 青年・壮年期を対象としたオンライン ACP普及・啓発プログラムの実施と評価 

 ～ゲーム形式 ACP促進ツール「人生会議トランプ」を用いて～ 

田口（袴田） 理恵 （共立女子大学看護学部地域在宅看護学領域） 
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第 34 群 成人保健 B 

座長： 石丸 美奈（千葉大学大学院） 

34-1 更年期症状・更年期障害を有する女性の対処行動に関する文献レビュー 

八巻 ちひろ （新潟県立看護大学看護学部） 

34-2 1歳 6か月児をもつ母親の子宮頸がん・乳がん検診の受診及び乳がん自検診の 

関連要因 

前田 有佳里 （大阪市） 

34-3 市区町村国民健康保険者の特定保健指導実施における ICT活用の現状と課題 

 ―東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を対象として― 

山田 寛子 （聖路加国際大学大学院看護学研究科） 

34-4 A町における健診体制の現状と課題について 

 個別健診受診者への意識調査結果から 

山道 顕子 （岩手県軽米町健康福祉課） 

34-5 国保加入者の 35-39歳の健診実施制度の変化による受診者の動向の検討 

荒木田 美香子 （川崎市立看護大学） 

 

第 35 群 成人保健 C 

座長： 岩本 里織（神戸市看護大学） 

35-1 広島市東区における地域ぐるみの健診受診率向上の取組について 

上田 真実 （広島市東区役所厚生部地域支えあい課） 

35-2 Ａ市における特定保健指導の利用阻害要因の実態 

赤堀 八重子 （高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科） 

35-3 対象の行動変容に向けた教材活用における公衆衛生看護技術：質的研究 

村山 加那子 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻） 

35-4 幼児期の子どもをもつ親の健康行動、健康情報活用の実態 

 ―父親と母親の比較― 

波多野 知英子 （新潟市北区役所健康福祉課） 

35-5 50～60代におけるオンラインでの医療・健康情報検索とヘルスリテラシーの関連 

石附 史帆 （北海道大学大学院保健科学院） 
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後援・協賛企業 / 団体 ご芳名一覧（順不同・敬称略）

後援 

厚生労働省 

文部科学省 

公益社団法人日本看護協会 

一般財団法人日本公衆衛生協会 

全国保健所長会 

全国保健師長会 

一般社団法人全国保健師教育機関協議会 

一般社団法人日本産業保健師会 

公益社団法人宮城県看護協会 

一般財団法人宮城県公衆衛生協会 

宮城県 

仙台市 

大和町 

宮城県市長会 

宮城県町村会 

公立大学法人宮城大学 

共催ランチョンセミナー 

一般財団法人電気安全環境研究所 

電磁界情報センター 

東洋羽毛北部販売株式会社仙台営業所 

展示

株式会社 VIP グローバル 

株式会社フジタ医科器械 

株式会社いわさき 

東洋羽毛北部販売株式会社 

一般社団法人日本家族計画協会 

丸善仙台アエル店 

寄付 

株式会社東京法規出版 

助成 

公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団 

公益財団法人セコム科学技術振興財団 

公益財団法人仙台観光国際協会  

仙台コンベンショビューロー 

ポケットプログラム広告 

株式会社医学書院 

医歯薬出版株式会社 

中央法規出版株式会社 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

株式会社建帛社 

有限会社社会保険実務研究所 

バナー広告 

健康マスター検定協会 

大学・大学院 Web 動画広告 

東京大学大学院 

神戸女子大学大学院看護学研究科 

宮城大学大学院看護学研究科 

青森県立保健大学大学院 

東北大学大学院公衆衛生看護学分野 

帝京大学大学院公衆衛生学研究科 

協力団体 

特定非営利活動法人麦の会コッペ 

一般社団法人ぶるー・びー 

特定非営利活動法人ビートスイッチ 

就労継続支援 B 型事業所希望の星 

社会福祉法人チャレンジドらいふすていじ仙台 

社会福祉法人仙台市肢体不自由児者父母の会 

就労継続支援 B 型事業所仙台自立の家 

（2022 年 11 月 16 日現在） 

学術集会の開催にあたりましては、以上の皆様より多大なるご支援を賜りました。 

謹んで御礼申し上げます。 

第 11 回日本公衆衛生看護学会学術集会 

学術集会会長   安齋 由貴子（宮城大学看護学群 教授） 

学術集会副会長 只野 里子  （全国保健師長会宮城県支部/宮城県） 
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第 11回日本公衆衛生看護学会学術集会 委員 

 

学術集会会長 

 安齋 由貴子 宮城大学看護学群看護学類 

 

学術集会副会長 

 只野 里子  全国保健師長会宮城県支部/宮城県 

 

企画委員（五十音順） 

渥美 綾子 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 

伊藤 千賀  七ヶ浜町役場 

氏家 玉枝 大崎市田尻総合支所 市民福祉課 

遠田 礼子 若林区保健福祉センター 障害高齢課 

大友 美恵 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 

大森 純子 東北大学医学系研究科保健学専攻公衆衛生看護学分野 

小原 由美子 宮城県保健福祉部健康推進課 

川端 美樹 宮城県保健福祉部医療人材対策室 

小室 陽子 白石市保健福祉部健康推進課 

佐藤 きえ子 東部保健福祉事務所登米地域事務所（石巻保健所登米支所） 

佐野 ゆり 宮城野区保健福祉センター家庭健康課 

下山田 鮎美 東北福祉大学健康科学部保健看護学科 

菅原 亜由美 岩沼市健康福祉部健康増進課 

高橋 和子 宮城大学看護学群看護学類 

高橋 みね 宮城県保健福祉部保健福祉総務課 

千葉 敦子 青森県立保健大学健康科学部看護学科 

千葉 由美子 仙台市健康福祉局健康政策課 

鶴若 美亜 宮城県仙台保健福祉事務所（塩釜保健所） 

松野 あやえ 宮城県看護協会 

横野 富美子 宮城県北部保健福祉事務所栗原地域事務所（大崎保健所栗原支所） 

事務局 

坂東 志乃（事務局長） 宮城大学看護学群看護学類 

村中 峯子（実行委員長）宮城大学看護学群看護学類 

江角 伸吾  宮城大学看護学群看護学類 

小野寺 悦子  宮城大学看護学群看護学類 

佐藤 泰啓  宮城大学看護学群看護学類 
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第11回日本公衆衛生看護学会学術集会 事務局

公立大学法人宮城大学看護学群

〒981-3298　宮城県黒川郡大和町学苑1-1
E-mail：japhn11@myu.ac.jp
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