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2017年度 青森県保健医療福祉研究発表会 

日本ヒューマンケア科学学会第 10回学術集会 

合同集会 プログラム 

 

 
 
 
 
 
 

時間 次第 会場 

9:50～ 

10:00 

●開会 

●学術集会会長 挨拶 

日本ヒューマンケア科学学会第 10 回学術集会会長 

青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 特任教授 大西 基喜 

A111 会場 

10:00～ 

11:00 

●一般演題 口述発表１ 

 座長 

  青森県立保健大学 健康科学部 社会福祉学科 教授 出雲 祐二 

A111 会場 

11:00～ 

11:50 

●教育講演 

座長 

 青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 特任教授 大西 基喜 

『健康・医療情報のチェックポイント』     

 講師 

京都大学大学院 医学研究科 教授 中山 健夫 氏 

A111 会場 

11:50～ 

12:20 

●休憩（昼休み）  

12:20～ 

13:50 

●ようこそ！保健大学研究室～重点課題研究発表会～ 

座長 
 青森県立保健大学 健康科学部 理学療法学科 教授 渡部 一郎 

A112 会場 

●一般演題 ポスター発表 

※ポスター掲示時間は 9:00～12:00 

A105 会場 

14:00～ 

15:30 

●シンポジウム 

 テーマ『健康情報とコミュニケーション』 

 コーディネーター 

青森県立保健大学 健康科学部 看護学科 教授 古川 照美 

 コメンテーター 

  京都大学大学院 医学研究科 教授 中山 健夫 氏 

 シンポジスト 

  弘前大学大学院医学研究科、医師     米田 博輝 氏 

  県立中央病院 がん専門相談員、看護師  成田 富美子 氏 

  県教育庁スポーツ健康課、管理栄養士   川井 陽子 氏 

  野辺地町 健康づくり課 課長、保健師  飯田 貴子 氏 

  青森市 南部地区健康づくりリーダー代表 宮﨑 靜子 氏 

A111 会場 

15:40～ 

17:00 

●一般演題 口述発表２ 

 座長 

  青森県立保健大学 健康科学部 理学療法学科 教授 尾﨑 勇 

座長 

  青森県立保健大学 健康科学部 社会福祉学科 准教授 児玉 寛子 

A111会場 

テーマ 暮らしに根づくヘルスリテラシー 

開催日 平成 29 年 12 月 16 日（土） 

会 場 公立大学法人青森県立保健大学 A 棟 1 階（青森市浜館字間瀬 58－1） 
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一般演題プログラム 

ポスター発表（示説 A）（A105会場）                                                            12：30‐13：00

ＰＳ－01．老年看護学実習における学生が感じる困難さ 

                        青森県立保健大学  福岡 裕美子 他 

 

ＰＳ－02．育児休業中に職場復帰に対して抱く思いと復帰後の現状 

                                                  青森県立中央病院  福島 香織 他 
 

ＰＳ－03．当クリニックでストレスチェックを実施した青森市の事業所における職業性ストレスの現状 

（第１報）－全国平均との比較－ 

                                                慈恵クリニック  大賀 佳子 他 

                             

ＰＳ－04．当クリニックでストレスチェックを実施した青森市の事業所における職業性ストレスの現状     

（第２報）－抑うつ感と睡眠時間・残業時間・食事の規則性の関連－ 

                                                                慈恵クリニック  大賀 佳子 他 

 

ＰＳ－05．青森県へき地の壮年期家族介護者がもつ就労への思い－雇用形態が異なる２事例の分析－ 

  青森県立保健大学大学院健康科学研究科  山本  明子 他 

  

ＰＳ－06．勤務帯リーダーを担う看護師の教育における課題 
 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院  長尾 雄太 他 

 

ＰＳ－07．右手首への重錘負荷が立位での右上肢挙上に伴う予測的姿勢制御に与える影響 
青森県立保健大学  木村 文佳 他 

 

ＰＳ－08．在宅元気高齢者の生活背景から見た心身機能の経年変化―Ｘ県Ｙ町の評価データを用いて― 
                                         青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科  工藤 英明  他 

  

ＰＳ－09．授乳期に摂取する茶カテキン類は胎生期及び授乳期に高脂肪食に曝された 

雄性仔ラットの脂肪組織における炎症を抑制する 
    青森県立保健大学健康科学部栄養学科  櫻井 南奈 他 

 

ＰＳ－10．高脂肪食摂取ラットの血漿中インスリン濃度及び骨格筋中の炎症細胞の浸潤に及ぼす 

ジャワショウガ並びに運動負荷の影響 
    青森県立保健大学健康科学部栄養学科  佐藤 恵  他 

 

ＰＳ－11．高脂肪食摂取ラットの脂肪組織における炎症細胞の浸潤に及ぼす 

ジャワショウガ投与および運動負荷の影響 
   青森県立保健大学健康科学部栄養学科  髙橋 あかね 他 

 

ＰＳ－12．大学女子長距離選手の食物摂取状況と身体組成の関連 
       青森県立保健大学健康科学部栄養学科  梶田 光里 他 

 

ポスター発表（示説 B）（A105会場）                        13：00‐13：30 

ＰＳ－13．生薬「蒲黄」の創傷治癒促進効果に対する文献研究  
青森県立保健大学健康科学部栄養学科  今  淳    

 

ＰＳ－14．生薬「蒲黄」の創傷治癒促進効果に関する基礎的研究  

青森県立保健大学健康科学部栄養学科  田中 秀汰 他 
 

ＰＳ－15．４－メチルウンベリフェロンによるメラニン産生促進機構 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科  清野 夏希 他 

  

ＰＳ－16．ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）及びエイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）の 

アルツハイマー型認知症の治療効果に関する研究のシステマティックレビュー 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科  鈴木 文子 他 

 

ＰＳ－17．ブルーベリーの眼精疲労の軽減効果に関する研究のシステマティックレビュー 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科  澤田 夏希 他 
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ＰＳ－18．特定健康診査受診者の尿中食塩排泄量と初回面接の自己記入式食事記録による 

推定食塩摂取量の差について 

 青森県立保健大学  熊谷 貴子 他 

 

ＰＳ－19．高度肥満症（糖尿病）４例における生活習慣と健康意識  

青森県中南地域県民局地域健康福祉部 保健総室（弘前保健所）  乾  明成 他 

  

ＰＳ－20．保健協力員のヘルスリテラシー及び健康状態の現状～一般地域住民との比較 

青森県立保健大学  千葉 敦子 他 

 

ＰＳ－21．外国人患者受入れ体制が整備された医療機関の通訳配置の現状  

青森県立保健大学  川内 規会 他 

 

ＰＳ－22．An analysis of child seat use in Japan: Informing future research  

青森県立保健大学  Mellisa Ogasawara 他 

 

ＰＳ－23．A 大学学生のキャリア・生活指向と就職先選択の関係  

青森県立保健大学  小林  昭子 他 

口述発表１（A111会場）                                    10：00‐11：00 

Ｏ－01．津軽地域における保健・医療・福祉・介護の連携実態に関する調査報告 

ときわ会病院  葛西  孝幸 他 

 

Ｏ－02．地域における保健福祉の実践現場で活用できるネットワークとは 

－八戸地域虐待等困難事例ネットワーク研究会の活動から－ 

八戸市高齢福祉課  島田  拓巳 他 

 

Ｏ－03．歯科医療と介護の連携推進による要介護等高齢者の口腔ケア向上への取組み  

五所川原市福祉部介護福祉課地域包括支援センター  福井  裕也 他 

 

Ｏ－04．青森県立中央病院における病診連携推進システム構築に向けた取り組み 

青森県立中央病院歯科口腔外科  伊藤  瑠美 他 

 

Ｏ－05．飲食店の禁煙化は地域経済に悪影響を与えるのか？ 

青森県立保健大学大学院健康科学研究科  竹林  正樹 他 

口述発表２（A111会場）                                 15：40‐17：00 

Ｏ－06．「幼児発達相談」の実施状況と役割 

こども発達支援センター虹 総合リハビリ美保野病院  澁屋  康則 他 

 

Ｏ－07．健康指導の生活習慣と腹囲への影響について-後ろ向きコホートを用いた検討 

青森県立保健大学健康科学部  山田  真司 他 

 

Ｏ－08．高齢障害者の屋内を基盤とした身体活動量と基本動作能力の関連 

青森県立保健大学大学院健康科学研究科   佐藤   衛   他 

 

Ｏ－09．高齢者の大腿骨近位部骨折患者における下肢荷重量について 

国民健康保険おいらせ病院 工藤  佑紀奈 他 

 

Ｏ－10．障害特性の理解及びアセスメントに基づく支援について  

青森県発達障害者支援センター「ステップ」 町田 徳子   

 

Ｏ－11．ヘルパーに自信と元気を！～嬉シートからみえたこと～ 

ヘルパーステーションあんじょう 千代谷 麻衣子 他  

 

Ｏ－12．Ａさんの日常から～ダメなことを伝えるって難しい～ 

 ライフサポートあおば デイサービスセンターすこやか 松井  明希 他  

 

Ｏ－13．「♯ＬＩＫＥさつき寮生活」 

障害者支援施設さつき寮 秋元 大志 他 



 

 

 


