第４７回

北陸公衆衛生学会プログラム

学会長

富山県厚生部長 市村 仁志

日

時

令和元年 11 月 11 日（月）9:45～15:40
（受付開始時間 9:15～）

場

所

富山県民会館
（富山市新総曲輪４番 18 号 TEL076-432-3111）

お知らせ
第４７回北陸公衆衛生学会は、日本公衆衛生学会専門職・教育生涯学習委員会において、
「公衆衛生学専門能力認定に関する規定」別表第２による地方公衆衛生学会（15 ポイント）
として認定されました。
また、社会医学系専門医協会「社会医学系分野に関連する講習の受講」のクレジット
（4 単位）の対象となっています。

研究発表上の注意事項
① 演者は必ず受付を完了し、次演者は次演者席について下さい。
② 口演時間は７分、質疑は３分を厳守願います。
③ 口演時間終了の１分前（６分後）にベルを１回、口演時間終了時（７分後）に
ベルを２回ならします。

Ⅰ

開会

Ⅱ

一般口演 午前の部 第１会場 （富山県民会館３０４号室）

座長

9:45

酒井 敦子 （富山市まちなか総合ケアセンター）

9:50

１－１ 砺波市における「いきいき百歳体操」と「かみかみ百歳体操」の同時実施の影響と今後
の支援について
○元平 祐理、宮原 優太（砺波市地域包括支援センター）
福田 悠美子（砺波市健康センター）
利波 順子、島田 達男（砺波市地域包括支援センター）
富田 紗世（富山県高岡厚生センター）
織田 初江（元石川県立看護大学）
１－２ 金沢市における「糖尿病連携ワークショップ」の取り組み
～地域の医療機関との連携体制強化を目指して～
○高 幸恵、安土 守子、永井 章子（金沢市泉野福祉健康センター）
宮崎 陽子（金沢市元町福祉健康センター）
池守 佳美（金沢市駅西福祉健康センター）
１－３ 居宅介護支援事業所のケアマネジャーへのアンケート調査から見えてきた災害時におけ
る要配慮者の避難行動の実態と課題
○石原 有菫、木村 千嘉、辻 司代、前山 美恵子、髙木 和貴
（福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター）
川端 真由子（福井県嶺南振興局二州健康福祉センター）
玉井 さをり（福井県福井健康福祉センター）
西山 祐子（福井県丹南健康福祉センター武生福祉保健部）
１－４ 高齢者の運動習慣とフレイルの関係
○酒井 吉仁、城戸 智之、徳田
（富山医療福祉専門学校）

裕、田中

勝、宮原 謙一郎、中村 拓人

座長

沼田 直子（南加賀保健福祉センター）

10:30

１－５ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の推進
－産科・小児科連絡会の取り組み－
○宮村 晴子、北本 佳永子、渡辺
（富山県砺波厚生センター）

倫子、土肥 裕美子、垣内 孝子

１－６ 母子手帳交付から３歳児健診までの事例分析による養育支援訪問対象者の特徴と保健
師の切れ目ない支援の検討
○山岸 愛実、藤木 靖子、髙三 由紀子（立山町健康福祉課）
石村 香央梨（富山県中部厚生センター）
越田 美穂子（富山県立大学）
１－７ 乳歯う蝕発生に関連する要因の把握及び効果的な保健指導のあり方について
○山﨑
赤塚
守田

由希絵、宮本 節子、島倉 晶子、落合
奈緒（射水市保健センター）
万寿夫（富山県高岡厚生センター）

綾音、八十嶋

佳織、

１－８ 妊婦健診における肝炎ウィルス検査陽性者への支援体制
○池守 佳美、大松 由紀子、齊藤 理香、越田 理恵
（金沢市駅西福祉健康センター）
村上 美代（金沢市泉野福祉健康センター）
河上 裕美（金沢市元町福祉健康センター）
島上 哲郎、金子 周一（金沢大学大学院消化器内科）

座長

四方 啓裕（福井県福井健康福祉センター）

11:10

１－９ 小学校における学校での排便に対するイメージと排便我慢との関連
○長副
中島
堀井
井内
三宅

奏（一般財団法人北陸予防医学協会）、窪田 友香里（高岡市立野村小学校）
詩乃（磐田市健康福祉部健康増進課）、坂東 芳恵（富山県立中央病院）
美咲紀（立山町健康福祉課）
、山口 奈々（滑川市地域包括支援センター）
沙希子、亀山 敦子（富山県立総合衛生学院）
可倫（とやま国際理解教育研究会）、長瀬 博文（富山県中部厚生センター）

１－10 発達障害のある子どもを持つ母親を支援する保健師が抱える困難とその対応
○北野
塚田

浩子（石川県健康福祉部障害保健福祉課）
久恵、石垣 和子（石川県立看護大学地域看護学）

１－11 保育所給食の減塩に向けた取組み～特定給食施設等指導事業の実際～
〇安達 永実、小池 晴美、平
（富山県高岡厚生センター）

和美、吉田 智子、守田 万寿夫

１－12 小学校における喫煙に対する意識について
～喫煙防止教室前後のアンケート結果から～
○表 佑実香、津田 京子、今井 貴子、南 陸男
（石川県能登中部保健福祉センター）
石原 雅子（石川県能登北部保健福祉センター）

Ⅲ

一般口演 午前の部

座長

小渕 正次

第２会場（富山県民会館４０１号室）

（富山県衛生研究所）

9:50

２－１ 福井県における流行性角結膜炎患者由来アデノウイルスの遺伝子解析
○高橋 美帆、佐藤 かおり、酒井 妙子、五十嵐 映子、東方
（福井県衛生環境研究センター）

美保

２－２ 石川県における 2018～19 年の風しん患者発生状況と遺伝子検出状況
○中村 幸子、中澤 柾哉、成相 絵里、倉本 早苗（石川県保健環境センター)
２－３ 核酸精製を必要としない one-step リアルタイム PCR によるノロウイルス検出法に関す
る検討
○中澤

座長

柾哉、中村 幸子、成相 絵里、倉本 早苗（石川県保健環境センター)

倉本 早苗（石川県保健環境センター）

10:20

２－４ 重症心身障害病棟におけるパラインフルエンザウイルスの集団感染事例について
○石川 智子、藤川 美香、宮﨑 英明、元井 勇（富山市保健所）
小泉 順平、森 こずえ、三浦 正義（国立病院機構富山病院）
小渕 正次（富山県衛生研究所）
２－５ 在留外国人の結核の現状
○田中 寿美代、田原 百恵、坂井 美穂、田中 恒久、渡辺 倫子、若杉
植野 一、土肥 裕美子、垣内 孝子（富山県砺波厚生センター）

央、

２－６ 金沢市のおける風しん患者発生に伴う積極的疫学調査から見えたこと
○矢鋪 有梨、北岡 政美、西川 映子、出戸 正子、木曽

啓介（金沢市保健所）

２－７ 二州保健所管内で地域的にアウトブレイクしたと考えられる風しん患者の疫学的検討
○本庄 真子、川端 真由子、吉田 真梨子、宮下 郁代、定由 道子、
木下 恵美子、髙木 和貴
（福井県嶺南振興局二州健康福祉センター）
辻 司代（福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター）
西山 祐子（福井県丹南健康福祉センター 武生福祉保健部）

座長

高木

和貴（福井県嶺南振興局二州健康福祉センター）

11:00

２－８ 富山県特産品を製造する小規模製造業者に対するＨＡＣＣＰ導入支援事例について
〇松岡 道則、市村 真帆子（富山県中部厚生センター）
柴田 龍之助（富山県食肉検査所）
松﨑 千春、石田 美樹、長瀬 博文（富山県中部厚生センター）
２－９ 給食施設従事者に対する「ハイブリッド研修」の試みについて
○上野 紗彩子、石原 雅子、小林 勝義（石川県能登北部保健福祉センター）
今井 貴子（石川県能登中部保健福祉センター）
酒井 惟（石川県健康福祉部健康推進課）
２－10 中小企業の日勤労働者における「睡眠」とその阻害因子との関連
○橋本
大橋
坂田
亀山
成瀬

風花（富山県高岡厚生センター）
瑛理香（富山市中央保健福祉センター）、酒井 典子（氷見市健康課）
愛明（鹿児島県加世田保健所）、竹原 真梨奈（射水市保健センター）
敦子（富山県立総合衛生学院）、三宅 可倫（とやま国際理解教育研究会）
優知（元富山福祉短期大学教授）

２－11 人工呼吸器を装着した在宅難病患者への支援
～災害時個別支援計画策定に向けた取り組みについて～
○橋爪 嘉那、石村 文萌、濱名 あかね、四柳 幸咲華、嶋 雅奈恵、
渡辺 倫子、土肥 裕美子、垣内 孝子（富山県砺波厚生センター）

昼食

休憩

12:00～13:00

理事会・評議員会

富山県民会館３０２号室

12:00～13:00

Ⅳ

総
会 第１会場（富山県民会館３０４号室）
１．学会長あいさつ
２．理事長あいさつ
３．議 事
（１）平成 30 年度事業報告および決算報告、会計監査報告
（２）令和元年度事業計画および収支予算（案）
（３）その他
４．次期学会長あいさつ

13:00～13:30

Ⅴ

特別講演 第１会場（富山県民会館３０４号室）

13:30～15:00

演題
講師
座長

「認知症フレンドリー社会に向けて」
NPO 法人認知症フレンドシップクラブ
理事
徳田 雄人 氏
木内 哲平（富山県厚生部次長）

Ⅵ

一般口演 午後の部 第一会場（富山県民会館３０４号室）

座長

土肥 裕美子（富山県砺波厚生センター）

15:10

１－13 壮年期のひきこもり男性への支援－精神障害者アウトリーチ事業を活用して－
○加藤 彩華、角 園子、沼田 佳奈子（富山県新川厚生センター魚津支所）
河村 瑞穂（富山県中部厚生センター）
野原 祐子、麻生 光男（富山県心の健康センター）
谷口 沙央理（富山県高岡児童相談所）
１－14 石川県石川中央保健福祉センターにおけるひきこもり支援について
○河畑 沙織、馬木 美里、原 みどり、新田 悦子、伊川 あけみ
（石川県石川中央保健福祉センター）
１－15 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援の取り組み
○赤川 真由子、藤田 喜代美、古川 美佳、大江 浩（富山県新川厚生センター）
角 園子、沼田 佳奈子（富山県新川厚生センター魚津支所）、
松島 範子（富山県心の健康センター）

Ⅶ

閉会

15:40

