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ごご    挨挨    拶拶  
第第 8855 回回日日本本健健康康学学会会総総会会  

会会長長  三三砂砂
み さ ご

ちちづづるる  

 

このたび，第85回日本健康学会総会を開催するにあたり，ご挨拶をさせていただきます．今年

度の総会は，初めてオンラインで開催します．皆様にはそれぞれご自宅や研究室からパソコンや

タブレットの画面で参加いただき，対面で皆様と開催地に集まることはない，ということです．

この初めてのオンライン開催にあたり，いくつかまず，お伝えしたいことがあります． 

まず，従来の総会ですと，当日受付というものがあり，事前に参加登録をしなくても総会に参

加することができましたが，今年は，当日受付ができません．あらかじめ事前登録し，参加費を

納入した方に総会参加の具体的なURL等をお伝えする，という形になりました．不便であるにも

かかわらず，事前参加登録にご協力くださいましたことに，まず，心よりお礼を申し上げます． 

 一般演題については，今年は，示説（オンラインでのポスター公開）のみでの演題発表としま

した．あらかじめパワーポイントで作成した12枚のスライドをPDFで提出いただき，参加登録者

に一定期間公開する形とします．ポスターに対する質問やコメント，それらに対する回答等のやりと

りは，各ポスターのページのコメントスペースを利用する予定ですので，奮ってご参加ください． 

 講演，シンポジウムなどは，Zoomウェビナーで行います．事前参加登録くださった方に，参加

方法の詳細をお伝えしています．それぞれの講演者，シンポジストの方々には，発表内容につい

てのパワーポイントファイル作成をお願いしています．それらの資料を，全て，一般演題と同

様，参加登録者に一定期間公開します．何らかの通信不具合等で，Zoomウェビナーを受信できな

かった場合は，こちらをご覧になっていただくことで，学会にご参加ください． 

新型コロナ・パンデミックにより，2020年度のさまざまな学会は，春から，次々とオンライン

開催を決定しました．本学会は，良い意味で，規模の大きくないアットホームな学会ですから，

できるだけ従来通りの対面開催を目指して検討を続けてきました．12月初めにはみごとな紅葉に

包まれる東京都小平市にある津田塾大学小平キャンパスでぜひ皆さまとお会いしたい，と楽しみ

にしていたのですが，東京の感染状況を鑑み，理事会とも相談し，今回の決定をした次第です． 

この総会のテーマは「いま，あらためて「健康」を問う」です．この学会は2017年に「日本民

族衛生学会」から「日本健康学会」へと名前を変えました．英語名のみでなく，日本語名でも

「健康」をその名に配する学会となったわけで，「民族衛生」の課題を引き継ぐと同時に，文字

通り「健康とは何か」を問い続ける役割を担っています．あらためて「健康」とは何か，医療の

枠組みとは一線を画しながら，議論が続けられることが期待されていると思います． 

一日目午前中のシンポジウムでは，まず，「Human Ecology と感染症――COVID-19から考え

る」をとりあげます．その後，昨年のこの学会の歴史と優生学のあり方を問う流れを受けて「出

生前診断の歴史と現在」の特別講演，そして，二つ目のアントノフスキーのその後の展開をとり

あげるシンポジウムに続きます．二日目は，生物統計学，医療経済学，国際小児保健，運動科学

などの専門家による教育講演を予定しています． 

昨年に続き，スポンサーに頼らない手作りの学会ですので，何かとご不便をおかけしており申

し訳ございません．事務局一同，精一杯，この新しい環境の中で，実り多い学会とするべく最後

まで尽力する所存ですので，何卒よろしくお願いいたします． 
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おお      知知      らら      せせ  

 

【WEB開催時の受付】 

今回の総会はオンライン開催のため，事前登録した方が，第85回日本健康学会総会に参加できま

す．当日参加の受付は，ありません．この点が対面開催と最も異なるところなので，どうぞ，ご留意の

上，事前参加登録くださいますようお願いします． 

 

事前参加登録をする際に，メールアドレスを登録していただき，そのメールアドレス宛に，総会参加

の招待（ウェビナーのURL等）を送ります． 

当日は，事前参加登録で登録したメールアドレスで総会に参加してください．他のアドレスでは参

加できませんので，ご注意ください． 

 

【参加手続き】 

オンライン開催につき，事前参加登録のみとなります． 

 

参加される方は，第85回日本健康学会総会ホームページ（https://jshhe.com/annualmeeting/）
の「事前参加・演題登録」のページにある「参加・演題申し込み」ボタンより参加・演題

申し込みフォームへ記入し，送信してください． 

 

参加申し込みを受信後，事務局よりご登録いただいたメールアドレス宛に，「参加登録番号」を記

載した確認メールを送りますので，必ずご確認ください． 

「参加登録番号」は，入金の際，振込名の前に必ずご記入ください． 

なお，大学生・大学院生としてご参加の場合は，学生証の画像をメールでご送付ください． 

 

参加費（講演集付き）は会員10,000円，非会員13,000円，大学生・大学院生3,000円です． 

領収書は参加証明書と共に12月に，登録いただいたメールアドレスにお送りします． 

 

通信障害等，何らかの理由で，オンライン参加ができなかった場合は，講演集や，本総会ホームペ

ージ（https://jshhe.com/annualmeeting/）に掲載しますシンポジウム等の資料をご覧いたただくこと

で，総会参加，とさせていただきます． 

 

【総会開催中の事務局連絡先】 

最新情報は，第85回日本健康学会総会ホームページ（https://jshhe.com/annualmeeting/）内の，参

加者専用ページをご覧ください． 

個別のお問い合わせは，メールか電話でお願いいたします． 

  メール：jshhe85@gmail.com 

   電話：080 2581 1482 （会期中12月5日・6日  8:30～17:30のみ）  
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一一般般演演題題ににつついいてて 
 

 

オンライン開催への変更に伴い，本総会の一般演題は，示説（オンラインでのポスター公

開）のみとなります． 

 

【ポスターの公開方法】 

公開期間は，2020年12月5日（土）9時から12月20日（日）18時まで，となります． 

 

第85回日本健康学会総会ホームページ（https://jshhe.com/annualmeeting/）内，総会参加

登録者のみが見ることができるパスワード付きの特別ページにて公開予定です．ポスターに

対する質問やコメント，それらに対する発表者からの回答等の質疑応答のやりとりは，各ポ

スターのページのコメントスペースを活用して実施する予定です． 

 

詳細については確定し次第，本総会ホームページに掲載します．ご確認ください． 

 

【発表者の方へ】 

ポスターは，スライド（A4 サイズ12 枚以内）を作成し，PDFファイルにしてください. 

 • 1枚目に「演題番号・演題名・氏名（発表者に○印）・所属」を記載ください． 

  演題番号は事務局からお知らせします． 

 

 • 最後に，利益相反の有無について記載してください． 

  ①開示すべき利益相反がない場合は，「本演題に関連し，開示すべき利益相反はな 

し」と記載してください． 

 

  ②開示すべき利益相反がある場合，開示すべき内容（企業等）を明記してください． 

   例）「演題発表に関連し，開示すべきCOI 関係にある企業等は以下の通りです． 

      研究費・・・， 役員・顧問職・・・，株式所有・・・，講演料・・・， 

      原稿料・・・」 

 

 

 

 





プログラム

行事日程

タイムテーブル

一般演題プログラム
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【特別講演】

【シンポジウム2】

行　事　日　程行　事　日　程
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【教育講演】
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12月5日（土） 12月6日（日）
WEB WEB

8:30 8:45
9:00 受付（接続開始） 9:00 受付（接続開始）

9:30 会長挨拶・会長講演

9:45 論文賞受賞式
10:30
10:45 休憩・接続（15分）

12:15 12:00

13:15
13:45 13:30 接続（15分）

14:00 接続（15分）

14:45
15:00 休憩・接続（15分）

15:30
16:00 休憩・接続（30分）

16:30
16:45 閉会式

18:00
評議員会

シンポジウム２
「アントノフスキーの健康生成

論とその後の展開を語る」

教育講演４
「リスクファクター概念の誕生
－フラミンガム研究とロジス

ティック回帰モデル－」

教育講演２
「ゆる体操の理論と実践」

昼食

教育講演１
「コロナ時代にワクチンという

近代医術が醸し出す幻想」

教育講演３
「安心安全のための医療制度－

医療経済学から考える－」

昼食

特別講演
「出生前診断の歴史と現在」

シンポジウム１
「Human Ecologyと感染症」

8:30 8:45
9:00 9:00

9:30

9:45
10:30
10:45

12:15 12:00

13:15
13:45 13:30
14:00

14:45
15:00

15:30
16:00

16:30
16:45

18:00

12月5日（土） 12月6日（日）
WEB WEB

8:30 8:45
9:00 受付（接続開始） 9:00 受付（接続開始）

9:30 会長挨拶・会長講演

9:45 論文賞授賞式
10:30
10:45 休憩・接続（15分）

12:15 12:00

13:15
13:45 13:30 接続（15分）

14:00 接続（15分）

14:45
15:00 休憩・接続（15分）

15:30
16:00 休憩・接続（30分）

16:30
16:45 閉会式

18:00
評議員会

（18:30～19:30）

シンポジウム２
「アントノフスキーの健康生成
　論とコヒアレンス感（SOC）
　によるパラダイム転換」

教育講演４
「リスクファクター概念の誕生
－フラミンガム研究とロジス

ティック回帰モデル－」

教育講演２
「ゆる体操の理論と実践」

昼食

教育講演１
「コロナ時代にワクチンという

近代医術が醸し出す幻想」

教育講演３
「安心安全のための医療制度

－医療経済学から考える－」

昼食

特別講演
「出生前診断の歴史と現在」

シンポジウム１
「Human Ecologyと感染症」

8:30 8:45
9:00 9:00

9:30

9:45
10:30
10:45

12:15 12:00

13:15
13:45 13:30
14:00

14:45
15:00

15:30
16:00

16:30
16:45

18:00
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一般演題プログラム 

(総会ホームページ内に掲示) 
 

 

2020 年 12 月 5 日（土）9 時から 

       12 月 19 日（土）18 時まで 

 

P-01 スペインかぜ流行とわが国の衛生行政 

－内務省衛生局『流行性感冒予防心得』と大日本私立衛生会『予防注意書』の比較を中心に－ 

〇逢見憲一* 

*国立保健医療科学院生涯健康研究部 

 

P-02 COVID-19 に関する保健・医療情報を対象受益者が受け止める時に、 

その内容に影響し変化を与えた背景因子を探る 

〇小島光洋* 

*弘前大学大学院医学研究科 

 

P-03 女子大学生の生活形態の変化と精神的健康 

     －新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の健康への間接的影響－ 

〇鷲尾彩恵*  山内太郎 

*北海道大学大学院 保健科学院 

 

P-04 COVID-19 下の遠隔教育実践が学生の身体状況に与えた影響 

－都内私立大学に通う学生を対象とした調査速報として－ 

〇松崎良美* 

*津田塾大学 

 

P-05 戦後日本の公衆衛生と組織活動に関する検討 

－豊中保健所（大阪府モデル保健所）の実践－ 

〇田中誠二*  杉田 聡  丸井英二 

          *新潟大学人文社会科学系  

 

P-06 臨床調査個人票を用いた難病疫学研究の現状と課題 

〇島田直樹*  太田晶子  羽藤高明 

*国際医療福祉大学基礎医学研究センター 

 

P-07 大学が研究成果を社会に発信するためのプレスリリース発行の現状と課題 

〇中沢真也*  加藤美生  奥原 剛  米山祐子  秋山美紀  

*慶應義塾大学  

 

P-08 男女別にみた中学生の「生きる力」関連要因の検討 

－SOC（Sense of Coherence)を指標として－ 

〇大宮朋子*  出口奈緒子  戸ヶ里泰典  山崎喜比古 

       *筑波大学医学医療系 

 

 

 

 

一般演題プログラム一般演題プログラム
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P-09 高齢者における動態的な健康ライフを 3 次元で 3 側面から捉える高齢者の 

主観的 QOL 尺度の開発とその意義 

〇吉田真二*  山崎喜比古  

*日本福祉大学大学院研究生 

 

P-10  Civility と incivility の先行要件、属性および帰結 

〇金城芳秀*  李 廷秀  西川浩昭  佐伯圭一郎 

*沖縄県立看護大学看護学部 

 

P-11 医師の地理的分布におけるべき乗則 

〇豊川智之* 

* 東京大学大学院医学系研究科公衆衛生学 

 

P-12 人口高齢化と新型コロナ感染症死亡統計－年齢構造調整の必要性－ 

〇林 玲子* 

*国立社会保障・人口問題研究所 

 

P-13 わが国における気温と年齢階級別死亡との関連 

〇本田 靖*  岡 和孝 

*国立環境研究所気候変動適応センター 

 

P-14 5 歳児と保護者の間食調査－間食における保護者と子どもの相違点について－  

〇風見公子*  小林陽子 

* 東京聖栄大学健康栄養学部 

 

P-15 幼児とその母親の栄養補助食品の利用状況 

○野口真貴子* 

* 日本赤十字看護大学 

 

P-16 都道府県別納豆摂取者割合と骨粗鬆症有病割合の関連の検討 

－大規模女性コホート JNHS での断面的検討から－ 

〇松本怜奈*  長井万恵  林邦彦 

*群馬大学医学部保健学科  

 

P-17 簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）および質問紙調査による緊急事態宣言発出が 

中高年女性に及ぼす影響の解析 

〇和野有純*  金子健彦  豊川智之 

*和洋女子大学大学院総合生活研究科  

 

P-18 インドネシアの都市スラムにおけるごみ収集人の身体的・精神的健康 

－労働環境における衛生観念・行動と自尊心の形成－ 

〇佐井旭*  牛島健  池見真由  山内太郎  

*北海道大学大学院保健科学研究院 

 

P-19 インドの 5 歳未満の子どもの健康と衛生 

－水、サニテーション設備が整備されてもなぜ子どもは下痢を発症し続けるのか－ 

〇笹瀬達也*  山内太郎 

*北海道大学大学院 保健科学院 
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P-20 法令化による国際技術協力プロジェクトの持続可能性 

－ラテンアメリカの出産のヒューマニゼーションを例に－ 

〇笹川恵美*  春名めぐみ  三砂ちづる  

* 東京大学大学院医学系研究科 

  

P-21 保健師基礎教育における学校保健実習の実習内容 

－実習指導を行う養護教諭の視点から－ 

〇廣金和枝*  岡本玲子  三森寧子  髙田恵美子 

*畿央大学健康科学部     

 

P-22 地域包括支援センターの相談支援における保健師等に必要なスキルに関する検討 

〇保母 恵*  谷山 牧  山下留理子 

*国際医療福祉大学小田原保健医療学部 

 

P-23 職場の倫理的風土が看護職の予防的保健行動と病気対処行動に及ぼす影響 

〇田村香奈*  宮崎有紀子 

*群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科   

 

P-24 女性看護職の喫煙習慣の経年変化 

－日本ナースヘルス研究(JNHS)の観察より－ 

〇宮崎有紀子*  井手野由季  林 邦彦  JNHS 研究班 

* 群馬県立県民健康科学大学  

 

P-25 女子大学生における体型と体力の変化とその関連性 

〇金 美珍* 

* 埼玉純真短期大学 

 

P-26 SNS を用いた大学生の朝食習慣を改善する取り組みの評価 

〇岡部千帆*   佐井 旭   山内太郎 

*北海道大学大学院保健科学院 

 

P-27 青年期女性によるライフコース選択の影響要因；文献検討 

〇鈴木佳子*  西岡笑子 

*防衛医科大学校医学教育部看護学科母性看護学講座 

 

P-28 女性労働者の母性保護－アジア諸国の出産休暇－  

○吉朝 加奈*  三砂ちづる 

*東邦大学 

 

P-29 スマートフォンのアプリケーションによる産後うつ病予防プログラムの開発 

〇西岡笑子*  三上由美子  今野友美  松川岳久  横山和仁 

* 防衛医科大学校医学教育部看護学科母性看護学講座 

 

P-30 高齢者の買い物状況および年齢と生活行動圏に関する研究 

〇竹内昌平*  石見百江  飛奈卓郎 

*長崎県立大学看護栄養学部栄養健康学科 
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P-31 経済的困難を抱える高齢男性の地域社会活動の意義 

－あいりん地区と山谷の生活保護受給者調査から－ 

○岡本菜穂子*  グライナー智恵子 

*上智大学総合人間科学部  

 

P-32 自分史作成における高齢者の生きがい感が心理・社会的満足度に及ぼす影響 

〇古角美保子*  木村満夫  澤見一枝 

*奈良県立医科大学大学院看護学研究科高齢者看護学 

 




