
 

第 40 回山形県公衆衛生学会プログラム 

 
平成２６年３月５日（水） 

 

受 付 開 始   （９：００～）   学生入口ホール  
 

一 般 講 演   （９：３０～１２：００）  大講義室  第 1・2 講義室  
 

昼     食   （１２：００～１３：１０） 
   

学会長あいさつ（１３：１０～１３：１５）  大講義室  

 山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座 教授 村上 正泰 
 

特 別 講 演   （１３：１５～１４：５０）  大講義室  

 座 長 山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座 教授 村上 正泰 

 演 題 「超高齢社会の到来と医療政策の展望」 

 講 師  東京大学 高齢社会総合研究機構 特任教授  

     元厚生労働事務次官            辻 哲夫 先生 
   

一 般 講 演   （１５：００～１６：００）  大講義室  第 1 講義室  

     

会場：山形大学医学部 
         山形市飯田西二丁目 2-2 

         ℡ 023－633－1122 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

連絡先：山形大学大学院 医学系研究科 

医療政策学講座 ℡ 023-628-5932 

主催：第 40 回山形県公衆衛生学会 

タクシーのご利用 
JR 山形駅から大学病院まで約 5km。 
（所要時間約 15 分）※「医学部・松の木ロ
ータリー」（学会受付前）下車が至便です。

 
バスのご利用 

JR 山形駅前から「東海大山形高行き」バス
（山形交通）乗車で「桜田南」下車、 
所要時間約 15 分、270 円。 
山形交通バス東海大山形高行き停留所 
①山交ビル前 ②山形駅（4 番乗り場） 
③桜田南   ④大学病院前 

 
山形駅周辺駐車場（会場に駐車場はありません）

Ｐ１山形駅西口駐車場（350 台） 
Ｐ２霞城セントラルパーキング（345 台） 
Ｐ３花笠駐車場（270 台） 

P1

P2

P3



　　座長　服　部　智　彦（山形県薬剤師会会長）

1. 中学生、高校生、大学生への生活習慣病予防健康教育に関する文献検討
　　手　塚　里　奈（山形大学医学部看護学科）他

2. 小学校で精神的問題を抱える児童への教諭の対応経験についての調査
　　今　野　浩　之（山形県立保健医療大学看護学科）他

3. 中学校で精神的問題を抱える生徒への教諭の対応経験についての調査
　　佐　藤　大　輔（山形さくら町病院）他

4. 看護系大学生の受動喫煙の実態とその回避行動
　　山　口　美由紀（山形大学医学部看護学科）他

5. 学校薬剤師による防煙教室の実施　～効果的な資料作成を考える～
　　古　郡　康　宏（山形県学校薬剤師部会）他

　　座長　山　田　敬　子（山形県置賜保健所所長）

6. 妊娠先行結婚や夫立会い分娩と父親の育児参加との関連
　　東海林　夏　実（山形大学医学部看護学科）他

7. 若年妊産婦の若年パートナーが抱えている問題の文献検討
　　青　柳　　　純（山形大学医学部看護学科）他

8. ３か月児健康診査に対する母親の満足感に関連する要因
　　神　田　茉利奈（山形大学医学部看護学科）他

9. 山形県における新生児マス・スクリーニング検査の推移
　　齋　藤　正　子（山形県衛生研究所生活企画部）他

10. 更年期にある妻が認識する夫の更年期症状と夫婦関係
　　小　松　彩　乃（山形大学医学部看護学科）他

　　座長　青　柳　　　優（山形県立保健医療大学学長）

11. 女子大生の月経異常に対するセルフケアの文献検討
　　今　井　慈　子（山形大学医学部看護学科）他

12. 妊娠期からの支援のあり方について　～母子健康手帳交付時アンケートから見る現状～
　　大　川　美紀子（鶴岡市健康課）他

13. 看護師の子育てにおける家庭のサポート状況についての文献検討
　　鈴　木　由紀子（山形大学医学部看護学科）他

14. 看護学生の手術室看護に対するイメージと実習経験が手術室配属希望に与える影響
　　齋　藤　結　花（山形大学医学部看護学科）他

　　座長　細　谷　たき子（山形大学医学部看護学科地域看護学講座教授）

15. 咽頭摘出者の発声教室への参加・継続の現状とその影響因子
　　安孫子　佑　加（山形大学医学部看護学科）他

16. 遊佐町における高齢者体力アップ事業の取り組み　～事業の評価と今後の課題～
　　後　藤　友　美（遊佐町健康福祉課）他

17. 入浴事故予防講習会を聴いた人の行動変容
   　 髙　橋　友　子（山形県庄内保健所保健企画課）他

○親子保健②・看護管理（１１：２０～１２：００）　　　 　　　　　４ 題

Ｂ会場　３階・第１講義室（午前）

○健康づくり（９：３０～１０：２０）　　　　　　　　　　　　　　５題

○ 一 般 講 演 プ ロ グ ラ ム ○

Ａ会場　１階・大講義室（午前）

○親子保健①（１０：２５～１１：１５）　　　　　　　　 　　　　　５ 題

○学校保健（９：３０～１０：２０）　　　　　　　　　　　　　　　５題



18. クアオルト健康ウォーキング参加者の身体状況
　　後　藤　順　子（山形県立保健医療大学看護学科）他

19. Ａ大学における看護系女子学生の便秘の実態と生活状況
　　井　上　由　佳（山形県立保健医療大学大学院看護学分野）他

　　座長　鈴　木　郁　子（山形県看護協会訪問看護総括理事）

20. 訪問看護ステーションの管理者が訪問看護師に求めることおよび臨床経験で学べると思っていること
　　山　内　春　奈（山形大学医学部看護学科）他

21. 在宅での看取りを支援する訪問看護師が抱える困難感
　　伊　藤　美　穂（山形大学医学部看護学科）他

22. 外来がん化学療法中患者の日常生活の現状とＱＯＬ
　　齋　藤　真　衣（山形大学医学部看護学科）他

23. 山形県総合防災訓練参加経験から抽出した災害支援ナースの役割と課題
　　伊　藤　陽　子（鶴岡協立病院）他

24. 病棟看護師の退院支援活動に関する文献検討
　　野　田　智　美（山形大学医学部看護学科）他

　　座長　松　田　　　徹（山形県庄内保健所所長）

25. 早期発見に向けた接触者健康診断のあり方　～結核集団感染事例に学ぶ～
　　涌　井　美沙樹（山形県庄内保健所保健企画課）他

26. 外国人結核患者へのDOTSの現状と課題
　　石　澤　智　佳（山形県置賜保健所地域保健予防課）他

27.
腸管出血性大腸菌Ｏ１０３の検索に
　「ＣＴ－ＳＭＡＣ培地及びクロモアガーＳＴＥＣ培地」が有効であった一事例

　　石　川　輝　子（山形県庄内保健所生活衛生課）他
28. 医療機関とツイッター　～ソーシャルメディアを用いた新しい医療広報の可能性～

　　菅　原　祐　也（山形大学医学部教育研究支援センター）他

　　座長　阿　彦　忠　之（山形県衛生研究所所長）

29. 地域住民の減塩行動実行可能性の認識
　　佐　藤　　　祥（山形大学医学部看護学科）他

30. 家族介護者がサービス提供者から支えられたと感じた経験
　　脇　坂　香　織（山形大学医学部看護学科）他

31. お酒とタバコ予防対策アンケート結果からみえてきたこと
　　東海林　久　美（最上町健康福祉課）他

32. 看護学実習における学生の「方言」に対する認識
　　柴　田　ふじみ（山形県立保健医療大学看護学科）他

33. Ａ医療系大学生の献血行動とその関連要因
　　須　貝　彩　加（山形県立保健医療大学看護学科）他

　　座長　斎　藤　純　一（山形県歯科医師会常務理事）

34. 特養での口腔機能維持
　　五十嵐　雄　一（山形県歯科医師会）

35. 歯科衛生士の医師への同行訪問から歯科訪問診療へ
　　鈴　木　　　淳（山形県歯科医師会在宅医療推進室）他

36. 口腔ケアにおける口腔内細菌測定装置の活用について
　　渡　辺　愛　美（山形歯科専門学校歯科衛生士科）他

○地域保健（９：３０～１０：２０）　　　　　　　　　　　　　　　５題

○歯科保健・老人保健（１０：２５～１１：１５）　　　　　　　　　５ 題

○在宅・訪問看護（１０：２５～１１：１５）　　　　　　　　　　　５ 題

○感染症予防・その他（１１：２０～１２：００）　　　　　　　　　 ４ 題

Ｃ会場　４階・第２講義室（午前）　　



37. 家族に認知症状が認められた際の対処行動の関連要因の検討
　　佐　藤　圭　将（山形大学医学部看護学科）他

38. シルバー人材センター会員である高齢者の介護に対する意識
　　渡　邊　奈那子（山形県立保健医療大学看護学科）他

　　座長　山　口　一　郎（山形県村山保健所所長）

39. 仕出し弁当による黄色ブドウ球菌食中毒の原因究明
　　田　中　和　佳（山形県村山保健所検査課）他

40. 食品中の放射性物質検査における検出下限値の変動要因調査
　　笠　原　翔　悟（山形県衛生研究所理化学部）他

41. 山形県におけるトリカブト中毒発生状況と加熱によるアコニチン類の変化
　　和　田　章　伸（山形県衛生研究所理化学部）他

42. 水産調理加工品に含まれるヒスタミンの迅速分析法の検討
　　太　田　康　介（山形県衛生研究所理化学部）他

　　座長　成　松　宏　人（山形大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座准教授）

43. 平成２０～２３年度特定保健指導アンケート実施結果のまとめ
　　石　栗　ひとみ（やまがた健康推進機構）他

44.
農業従事者に対する特定保健指導の一考察
　～保健指導実施時期の違いからみた効果的な支援について～

　　橘　　　咲　希（鶴岡地区医師会荘内地区健康管理センター）他
45. 動機づけ支援の指導方法について評価する

　　鈴　木　智香子（高畠町健康推進課）
46. 問診を通してみえてきたこと　～特定健康診査結果から～

　　村　山　かほり（三友堂病院健康管理センター）他
47. 人間ドック受診者の糖代謝異常の現状

　　齋　藤　真由美（米沢市立病院）
48. 置賜保健所における糖尿病重症化予防モデル事業の取り組みから

　　石　澤　真由美（山形県置賜保健所保健企画課）他

　　座長　有　海　清　彦（山形県精神保健福祉センター所長）

49. 村山保健所における自殺対策の取組み　～ハローワークにおける健康相談を実施して～
　　千　葉　真沙美（山形県村山保健所地域保健福祉課）他

50. 看護学生のストレス・コーピングに関する文献検討
　　鈴　木　達　心（山形大学医学部看護学科）他

51. 中高年女性労働者のストレスコーピングに関連する要因
　　半　田　絢　子（山形大学医学部看護学科）他

52. 置賜保健所におけるうつ病家族教室の現状と課題　～４年間の取組みから～
　　松　永　幸　子（山形県置賜保健所地域保健予防課）他

53. 精神障がい者の退院支援についての一考察　～研修会参加者へのアンケート結果より～
　　後　藤　真裕子（山形県置賜保健所地域保健予防課）他

54. 自殺対策としての「心の健康づくりサポーター」養成の取組み

　　渡　部　順　子（山形県最上保健所保健企画課）

○精神保健福祉（１５：００～１６：００）　　　　　　　　　　　　６題

○食品衛生（１１：２０～１２：００）　　　 　　　　　　　　　　　４ 題

○生活習慣病対策（１５：００～１６：００）　　　　　　　　　　　６題

Ａ会場　１階・大講義室（午後）

Ｂ会場　３階・第１講義室（午後）




