
地域保健総合推進事業発表会
プログラム

主　催　日本公衆衛生協会 後　援　全国衛生行政研究会
〒160-0022　東京都新宿区新宿１丁目 29 番８号
TEL  03-3352-4281  FAX  03-3352-4605

令和３年度

受　付　　  8：30～
開　会　　  9：30
閉　会　　16：30

受　付　　  8：30～
開　会　　  9：30
閉　会　　16：30

日　時日　時

会　場会　場 都市センターホテル　コスモスホール
東京都千代田区平河町2－4－1

都市センターホテル　コスモスホール
東京都千代田区平河町2－4－1

9：30～16：309：30～16：309：30～16：309：30～16：30
受　付　　  8：30～
開　会　　  9：30
閉　会　　16：30

受　付　　  8：30～
開　会　　  9：30
閉　会　　16：30

令和4年3月8日（火）令和4年3月8日（火）令和4年3月7日（月）令和4年3月7日（月）

ハイブリッド開催（Zoom）

※１　新型コロナウイルス感染症の状況等により、本発表会の開催方法が
　　　変更になる可能性があることをご承知おきください。
※２　新型コロナウイルス感染防止対策として会場の座席にゆとりをもたせ、
　　　150 名様程度に限定とさせいただきますので、あらかじめご了承ください。

申込方法 以下、日本公衆衛生協会ホームページにアクセスの上、申込URLから
事前に参加登録をお願いします。　http://www.jpha.or.jp/
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９:30 〜９:40 挨　拶
松　谷　有希雄（日本公衆衛生協会 理事長）
佐　原　康　之（厚生労働省 健康局長）

９:40 〜 10:00 第１部　健康安全・危機管理対策総合研究事業

————————————————————————　［発表時間15分、質疑応答時間5分：合計持ち時間20分］

座　　　長：内　田　勝　彦（大分県東部保健所所長）

１　実践を踏まえた災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の質の向上、構成員、
受援者の技能維持に向けた研究

研究代表者：服　部　希世子（熊本県人吉保健所所長）

10:00 〜 10:10 休憩（10 分）

10:10 〜 12:10 第２部　地域保健総合推進事業　Ⅰ

——————————————————————　［発表時間各10分、質疑応答時間各５分：合計持ち時間各15分］

座　　　長：内　田　勝　彦（大分県東部保健所所長）

１　公衆衛生医師の確保と育成に関する調査および実践事業
分担事業者：武　智　浩　之（群馬県利根沼田 兼 吾妻保健所所長）

２　医療構想と包括ケアの推進における保健所の役割についての研究
分担事業者：逢　坂　悟　郎（兵庫県加東保健所所長）

３　精神障害者地域生活支援のためのピアサポーター養成における保健所の役割
及び中核市保健所の精神保健の役割に関する研究

分担事業者：柳　　　尚　夫（兵庫県豊岡保健所所長）

４　災害時健康危機管理活動の支援・受援体制整備と実践者養成事業
分担事業者：池　田　和　功（和歌山県橋本保健所所長）

５　新型コロナウイルス対策等推進事業 
分担事業者：田　中　英　夫（大阪府藤井寺保健所所長）

６　グローバル化時代における保健所の機能強化と国際社会への貢献に関する
研究

分担事業者：劔　　　陽　子（熊本県菊池保健所所長）

７　行政データを用いる研究の倫理性の検討
分担事業者：丸　山　　　浩（神奈川県厚木保健所所長）

８　中核市保健所の課題と可能性についての研究
分担事業者：松　岡　太　郎（豊中市保健所所長）

令和４年３月７日
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12:10 〜 13:10 休憩（60 分）
「総合評価委員会」開催 —————————————————————
　　～地域保健対策研究事業の評価と今後の予定について～

13:10 〜 16:30 第２部　地域保健総合推進事業　Ⅱ

—————————————————————　［発表時間各10分、質疑応答時間各５分：合計持ち時間各15分］

座　　　長：白　井　千　香（枚方市保健所所長）

9　自治体における新型コロナウイルス感染症対策に関する調査研究
分担事業者：⻆　野　文　彦（滋賀県健康医療福祉部理事）

10　地方自治体の保健師活動における ICT の活用に関する調査事業 
分担事業者：吉　田　知　可（大分県健康づくり支援課）

11　地方衛生研究所の検査体制及び疫学情報解析機能の強化に向けた連携事業
分担事業者：吉　村　和　久（東京都健康安全研究センター所長）

12　新型コロナウイルス感染拡大下における高齢者の健康維持に寄与するリハビリ
テーション専門職の役割に関する調査

分担事業者：中　村　春　基（日本作業療法士協会会長）
分担事業者：斉　藤　秀　之（日本理学療法士協会会長）

13　保健所、精神保健福祉センターの連携による、ひきこもりの精神保健相談・
支援の実践研修と、重層的支援体制をはじめとした地域包括ケアシステムに
よるひきこもり支援に関する研修の開催と検討

分担事業者：辻　本　哲　士（滋賀県精神保健福祉センター所長）

14:25 〜 14:45 休憩（20 分）

14　地域保健行政機関の機能強化と技術職員の確保に関する実践事業 
分担事業者：嶋　村　清　志（滋賀県長浜保健所所長）

15　将来を見据えた、地域における栄養政策の企画・立案手法に関する研究 
分担事業者：新　田　和　美（福井県福井健康福祉センター主任）

16　地域における保健・医療及び機能回復のためのケアシステムの効率化・安定化
を目途とし、具体的実践例の調査解析に基づく、それらの適正化計画のための
指針設定に関する総合的研究

分担事業者：松　本　啓　俊（医療・病院管理研究協会常任理事）

15:30 〜 16:30 総合討論  ———————————————————————————  ［持ち時間：60分］

※その他の事業等は紙上発表とさせていただきます。
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９:30 〜 16:30 第３部　地域保健に関するフォーラム

９:30 〜９:40 開会挨拶　　　　嶋　村　清　志 ( 全国衛生行政研究会会長 )

９:40 〜 12:30 Ⅰ　新型コロナ対応と保健所の機能強化について

９:40 〜 10:30 １　基調講演
講　　　師：尾　島　俊　之（浜松医科大学健康社会医学教授）

10:30 〜 12:30 ２　パネルディスカッション
座　　　長：毛　利　好　孝（全国衛生行政研究会運営委員）

10:40 〜 11:10 ①厚生労働省の立場から
　　　　　　佐々木　孝　治（厚生労働省健康局健康課課長）

11:10 〜 11:40 ②都道府県の立場から
　　　　　　⻆　野　文　彦（滋賀県健康医療福祉部理事）

11:40 〜 12:10 ③保健所の立場から
　　　　　　白　井　千　香（枚方市保健所所長）

12:10 〜 12:30 ④パネルディスカッション

12:30 〜 13:30 休憩

13:30 〜 16:20 Ⅱ　新型コロナウイルスに関する最近の動向について

13:30 〜 16:20 １　パネルディスカッション
座　　　長：嶋　村　清　志（全国衛生行政研究会会長）

13:30 〜 14:10 ①新型コロナウイルス感染症の動向について
　　　　　　岡　部　信　彦（川崎市健康安全研究所所長）

14:10 〜 14:50 ②新型コロナウイルスの生態学的特徴について
　　　　　　山　本　太　郎（長崎大学熱帯医学研究所環境医学部門
　　　　　　　　　　　　　　国際保健学分野教授）

14:50 〜 15:50 ③新型コロナウイルスワクチン及び治療薬の開発状況　
　　　　　　上　原　健　城（塩野義製薬株式会社医薬開発本部臨床開発部部長）

15:50 〜 16:20 ④パネルディスカッション

16:20 〜 16:30 閉会挨拶　　　　毛　利　好　孝（全国衛生行政研究会運営委員）

※プログラム内容等に変更が生じることもございます。

令和４年３月８日



会場案内図
都市センターホテル 3階　コスモスホール

住　所：東京都千代田区平河町２－４－１
ＴＥＬ：０３－３２６５－８２１１

■ 地下鉄 有楽町線

■ 地下鉄 有楽町線・半蔵門線

■ 地下鉄 南北線

■ 地下鉄 丸ノ内線・銀座線

■ JR 中央線

■ 都バス

「麹町駅」 半蔵門方面１番出口より徒歩４分

「永田町駅」 ４番・５番出口より徒歩４分

「永田町駅」 ９番出口より徒歩３分

「赤坂見附駅」 D 出口より徒歩８分

「四谷駅」 麹町出口より徒歩 14 分

平河町２丁目「都市センター前」下車
（新橋駅～市ヶ谷駅～小滝橋車庫前）

弘済会館

紀尾井町ビル

全共連ビル

最高裁判所
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