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令和 4 年 2 月 16 日 

報道機関  各位 

 

第 56 回富山県公衆衛生学会 
開催のお知らせ 

 

 

平素より、本学の教育・研究等に多大なるご協力ご支援を賜り、誠にありがとうございます。こ

のたび、第 56 回富山県公衆衛生学会（理事長：木内哲平・富山県厚生部長）を、富山大学学術研

究部医学系疫学健康政策学講座教授（富山大学医学部長）の関根道和年会長のもと、令和 4 年

2 月 18 日（金）に富山県民会館にて開催いたします。 

 

富山県公衆衛生学会は、富山県内の行政や大学等の公衆衛生関係機関が連携して、研究成

果の報告や交流の機会として開催しており、今回で第 56 回を迎えます。 

 

今回は、新型コロナウイルス感染症に関する各機関の取組みに関する研究報告のほか、本橋

豊氏（前国立精神神経医療研究センター自殺総合対策推進センター長）による「公衆衛生にもと

づく自殺対策の必要性：アフターコロナの自殺予防」と題した特別講演がオンライン配信されます。 

 

詳細は、別添の「第 56 回富山県県公衆衛生学会プログラム」を参照ください。 

つきましては、取材・報道方よろしくお願いいたします。 

 

―記― 

 

第 56 回富山県公衆衛生学会 

日時： 令和 4 年 2 月 18 日（金）10：00-16：00 

場所： 富山県民会館（発表者は県民会館、一般参加者はオンライン） 

 

以上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

第 56 回富山県公衆衛生学会事務局長 

富山大学学術研究部医学系 助教 立瀬剛志 

TEL：076－434－7270  FAX：076－434‐5022 

 



第 56 回富山県公衆衛生学会プログラム 
＊日本公衆衛生学会認定専門家地方公衆衛生学会 

日時 令和 4 年 2月 18日（金）10:00～16:00 

会場 演者 富山県民会館（Ａ会場：612号室 Ｂ会場：613号室） 

一般参加者 オンライン（Zoom 配信） 

（〒930-0006 富山市新総曲輪 4-18 TEL(076)432-3111） 

理事長 富 山 県 厚 生 部 長     木内 哲平 

年会長  富 山 大 学 医 学 部 長    関根 道和 

  

 

 

 

開会 

一般演題（午前の部 Ａ会場） 

座長 瀧波 賢治 (富山市保健所）             １０：００～１０：５０ 

 
Ａ－１ 飲用温泉水の衛生管理について 

〇井波 恵子、扇 のぞみ、辻 浩美、出村 尚子 
富山県砺波厚生センター 

 

 
Ａ－２ 富山県におけるイノシシの志賀毒素産生性大腸菌の地域定着性の解析 

○木全 恵子、磯部 順子、綿引 正則、前西 絵美、佐賀 由美子 
富山県衛生研究所 

 

 
Ａ－３ トリカブトによる食中毒について 

〇黒崎 薫＊１、楠 秀子＊１、竹中 奈津希＊１、桐渓 茜＊１、水上 克己＊１、江戸 岳夫＊１、 
鈴木 富勝＊１、瀧波 賢治＊１、中田 政司＊2、堀井 裕子＊3、 

＊１富山市保健所 ＊2富山県中央植物園 ＊3富山県衛生研究所 
 
 
Ａ－４ 富山県における RSウイルス感染症の発生状況について（2021年） 

○高岡 美紗、田村 恒介、加藤 智子、笹島 仁 
富山県衛生研究所 

 

 
Ａ－５ 乳幼児におけるにおける新型コロナと睡眠について 

〇髙橋 勝雄＊１＊２、久郷 克美＊１＊２、西岡 尚美＊１＊２、谷川 智子＊１、卜藏 雄治＊１、 

長谷川 佳奈＊２、高木 絹枝＊２、河原 歩＊２、酒井 敦子＊２、瀧波 賢治＊１ 

富山市保健所地域健康課＊1 富山市こども家庭部こども健康課＊２ 

［事務局］富山大学学術研究部医学系 疫学・健康政策学講座（立瀬） 

〒930-0194 富山市杉谷 2630 

TEL:076-434-7270  FAX:076-434-5022 

E-mail：tatsuse@med.u-toyama.ac.jp 

 



座長 大石 和徳 (富山県衛生研究所）           １１：００～１１：５０   

 
Ａ－６ 富山県における新型コロナウイルスのゲノムネットワーク解析研究 

〇稲崎 倫子、田村 恒介、板持 雅恵、佐賀 由美子、矢澤 俊輔、五十嵐 笑子、加藤 智子、 
笹島 仁、川尻 千賀子、谷 英樹、大石 和徳 
富山県衛生研究所 

 
 
Ａ－７ 効果的効率的な新型コロナウイルス感染症の接触者検査とは 

～濃厚接触者・非濃厚接触者検査陽性率から考える～ 
〇樋口 夕莉、高島 阿里子、水木 路男、土肥 裕美子、松倉 知晴 
富山県砺波厚生センター 

 
 
Ａ－８ 新型コロナウイルス感染症患者診断時における肺炎の有無 

〇坂井 美穂、松倉 知晴、樋口 夕莉、高島 阿里子、水木 路男、土肥 裕美子 
富山県砺波厚生センター 

 

 
Ａ－９ 富山県内の高齢者施設における新型コロナウイルスワクチン接種による中和抗体の応答 

〇板持 雅恵、矢澤 俊輔、稲崎 倫子、佐賀 由美子、五十嵐 笑子、田村 恒介、前西 絵美、 
磯部 順子、中村 雅彦、高岡 美紗、笹島 仁、川尻 千賀子、谷 英樹、大石 和徳 

富山県衛生研究所 

 

 
Ａ－１０ 障害者入所施設での新型コロナウイルス感染症クラスター対応の課題 

〇平 麻衣子＊１、廣世 千恵＊１、成田 聡子＊１、利田 智恵＊１、長瀬 博文＊１、藤井 里美＊2 
＊１富山県中部厚生センター ＊2かみいち総合病院 

 

 

一般演題（午前の部 Ｂ会場） 

座長 田村 須賀子（富山大学学術研究部）         １０：００～１０：４０ 

 
Ｂ－１ エコチル調査富山ユニットセンター10年の進捗 

〇北瀨 晶子＊１、畠山 岳大＊１、井上 真理子＊2、山崎 輝美＊１、田中 朋美＊１＊3、𡈽田 暁子＊2、
松村 健太＊2、浜崎 景＊4、足立 雄一＊3、稲寺 秀邦＊2 

＊１富山大学エコチル調査富山ユニットセンター ＊2富山大学学術研究部公衆衛生学講座  
＊3富山大学学術研究部小児科学講座 ＊4群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 

 

         
Ｂ－２ 中高生女子スポーツ選手の栄養摂取状況と Female Athlete Triadとの関連について 

〇西村 柚葉＊１、藤本 孝子＊2 
＊１富山大学人間発達科学研究科 ＊2富山大学学術研究部教育学系 

 

 
Ｂ－３ 事業所と協働した青壮年期の食生活改善に向けた取組み 

～社員食堂で野菜を食べようキャンペーンを実施して～ 
○向井 友理、廣島 恭子、土肥 裕美子、松倉 知晴 
富山県砺波厚生センター 

 

 
Ｂ－４ 新川圏域における栄養管理体制整備の取組み（第 4報） 

-オーラルフレイルにおける歯科連携の現状と課題- 
〇坂本 聡美＊１、米生 泉＊１、藤田 喜代美＊１、高林 小百合＊１、古川 美佳＊１、大江 浩＊１、 
角 園子＊2、吉田 智子＊2 

    ＊１富山県新川厚生センター ＊2富山県新川厚生センター魚津支所 



座長 稲寺 秀邦 (富山大学学術研究部）        １０：５０～１１：３０ 

 
Ｂ－５ エコチル調査富山ユニットセンターにおける成果発表の進捗状況とソーシャルキャピタルに関

する知見 
〇畠山 岳大＊１、北瀬 晶子＊１、井上 真理子＊2、山崎 輝美＊１、田中 朋美＊2＊3、𡈽田 暁子＊１＊2、
松村 健太＊１＊2、両角 良子＊4、浜崎 景＊5、稲寺 秀邦＊１＊2 

＊１富山大学エコチル調査富山ユニットセンター ＊2富山大学学術研究部公衆衛生学講座  
＊3富山大学学術研究部小児科学講座 ＊4富山大学経済学部 ＊5群馬大学医学部公衆衛生学 

 

 
Ｂ－６ 最期の時を自宅で看取られたいとする人の特徴～地域とのかかわりとの関連～ 

○炭谷 英信、今川 孝枝、北山 由起子、炭谷 靖子 
富山福祉短期大学看護学科 

 
 
Ｂ－７ 労働生産性向上に向けた職場環境改善要因の検討：日本公務員研究 

○西岡 龍一朗、立瀬 剛志、山田 正明、関根 道和 
富山大学学術研究部疫学・健康政策学講座 

 

 
Ｂ－８ 難病患者の災害時の事前準備に関する調査結果について 

○鹿島 桃子＊１、小村 彩乃＊１、稲垣 幸＊１、織田 恵美＊１、谷口 理絵＊１、越坂 裕子＊１、 
河村 瑞穂＊2、垣内 孝子＊2 

＊１富山県高岡厚生センター氷見支所 ＊2富山県高岡厚生センター 
 

 
 
 
休憩                              １１：５０～１３：００ 

 
 
※学会開催形式の変更に伴い、理事会は書面会議に変更とさせていただきます。 
 

 

 

 

特別講演（Ａ会場）                    １３：００～１４：００ 

『公衆衛生にもとづく自殺対策の必要性：アフターコロナの自殺予防』 

    講師：国立精神・神経医療研究センター客員研究員  本橋 豊 氏 

      (秋田大学名誉教授・前自殺総合対策推進センター長・WHO協力センター長) 

 

         座長  富山大学医学部長  関根 道和 

※特別講演はオンライン配信となります。感染拡大につき県民会館が使用できない場合、 

一般演題は紙面発表となりますが、特別講演は同時間帯に Zoom 配信とします。 

 



一般演題（午後の部 Ａ会場） 

座長 麻生 光男（富山県心の健康センター）        １４：１０～１４：５０ 

 
Ａ－１１ 富山県「子どもほっとライン」の取り組み－COVID-19の流行状況の前後に着目して－ 

〇井上 真理子＊１、𡈽田 暁子＊１、浜崎 景＊２、稲寺 秀邦＊１ 
＊１富山大学学術研究部公衆衛生学講座 ＊２群馬大学医学部公衆衛生学 

 

 
Ａ－１２ 富山県ひきこもり地域支援センターの取り組みと今後の課題～来所相談経過から～ 

〇山崎 鞠、佐藤 典子、松島 範子、福井 貴実子、麻生 光男 
富山県心の健康センター 

 

 
Ａ－１３ ITを活用した若者支援アウトリーチの展望と課題：居場所への段階的繋ぎの試み 

〇立瀬 剛志＊１＊2、酒井 誠＊１＊3、杉田 由美＊１＊4、鈴木 勇＊１＊5 
＊１若者生きづらさ寄りそいネットワーク ＊2富山大学学術研究部疫学・健康政策学講座  
＊3ゆい社会福祉事務所 ＊4NPO法人ここらいふ ＊5富山県発達障害者支援センター「ほっぷ」 

 

 
Ａ－１４ 問題飲酒と仕事、家庭、社会要因との関連性の検討 

〇茂野 敬＊１＊2、立瀬 剛志＊１、関根 道和＊１、山田 正明＊１ 
＊１富山大学学術研究部疫学・健康政策学講座 ＊2富山大学学術研究部基礎看護学講座 

 

 

 

 

座長 長瀬 博文（富山県中部厚生センター）      １５：００～１５：４０ 

 
Ａ－１５ 高岡医療圏入退院支援ルールの運用状況について 

－医療機関・介護関係機関へのアンケート調査より― 
〇糀屋 菜津美、荻生 一元、打尾 佳英子、板鼻 広美、河村 瑞穂、森 幸久、垣内 孝子 
富山県高岡厚生センター 

  

 
Ａ－１６ 中部厚生センター管内における地域高齢者等食支援の推進に向けての取組み 

〇小池 晴美＊１、堀川 みなみ＊１、岡部 陽子＊１、成田 聡子＊１、利田 智恵＊１、長瀬 博文＊１、 
上野 真理子＊2 

＊１富山県中部厚生センター ＊2富山県砺波厚生センター 

 

 
Ａ－１７ 認知症高齢者の日常生活自立度と認知機能評価スケールとの関連 

〇新鞍 真理子＊１、関根 道和＊2、山田 正明＊2、立瀬 剛志＊2、木戸 日出喜＊3、鈴木 道雄＊4 
＊1富山大学学術研究部老年看護学講座 ＊2富山大学学術研究部疫学・健康政策学講座 
＊3木戸クリニック ＊4富山大学学術研究部神経精神医学講座 

  
Ａ－１８ 「後期高齢者の質問票」の実態からみたフレイル予防の一考察 

○武内 夕華＊１、江尻 紀子＊１、松井 春美＊１、石丸 敏子＊2 
＊１高岡市福祉保健部保険年金課 ＊2富山県後期高齢者医療広域連合 

 

 

閉会 
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