
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/

地域保健総合推進事業発表会
プログラム

主　催　一般財団法人 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 1－29－8
TEL 03-3352-4281  FAX 03-3352-4605

令和４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
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令和5年3月7日（火）令和5年3月7日（火）令和5年3月6日（月）令和5年3月6日（月）



1

９:30 〜９:40 挨　拶
松　谷　有希雄（一般財団法人日本公衆衛生協会 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 〜 12:25 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：横　山　勝　教（香川県東讃保健所 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　措置診察および措置入院者支援の課題整理と今後の保健所の対応の検討に
関する研究

分担事業者：川　原　明　子（福岡県嘉穂・鞍手保健所 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：西　田　敏　秀（宮崎県高鍋保健所 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（寝屋川市保健所 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：矢　野　亮　佑（盛岡市保健所 所長）

７　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）

８　保健所の結核検診の現状と課題の検討
分担事業者：稲　葉　静　代（岐阜県岐阜保健所 所長）

９　院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業
分担事業者：豊　田　　　誠（高知市保健所 所長）

令和５年３月６日
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12:25 〜 13:30 休憩（65 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～

13:30 〜 16:45 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）

10　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）

11　自治体における新規採用保健師の人材育成にかかる実際および体系的な研修
体制の構築にかかる調査研究事業

分担事業者：小　川　靖　子（滋賀県守山市健康福祉部 部長）

12　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）

13 地域や職場における予防・健康づくり等へのリハビリテーション専門職の
関わりや役割に関する調査研究事業

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）

14 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、地域包括ケアシステムによる市区町村と連携したひきこ
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）

14:45 〜 15:00 休憩（15 分）

15 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）

16 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）

17 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）

15:45 〜 16:45 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  新型コロナ対応における医療確保、反省点と今後の展望

９:40 〜 12:30 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）

９:40 〜 10:10 ① 高度急性期病院における対応
　　　　　　出　雲　雄　大（日本赤十字社医療センター 呼吸器内科 部長）

10:10 〜 10:40 ② 療養病院からコロナ専門病院への転換　
　　　　　　山　下　恵　子（医療法人夢前会金田病院 副院長兼看護部長）

10:40 〜 11:10 ③ 医師会による在宅医療の提供
　　　　　　東　　　靖　人（姫路市医師会 理事）

11:10 〜 11:40 ④ 訪問看護ステーションによる在宅医療の提供
　　　　　　藤　田　　　愛（北須磨訪問看護リハビリセンター 所長）

11:40 〜 12:10 ⑤ 保健所保健師を中心とした在宅医療の調整と提供
　　　　　　竹　田　貴　子（姫路市保健所健康課 課長補佐）

12:10 〜 12:30 ⑥ パネルディスカッション

12:30 〜 13:30 休憩

13:30 〜 16:20 Ⅱ　医療計画の改定と保健所・自治体による在宅医療体制構築支援について

13:30 〜 14:30 １　基調講演
講　　　師：鷲　見　　　学（厚生労働省医政局地域医療計画課 課長）

14:30 〜 16:20 １　パネルディスカッション
座　　　長：逢　坂　悟　郎（全国衛生行政研究会 運営委員）

14:30 〜 15:00 ① 中山間地域における現状と課題
　　　　　　守　本　陽　一（兵庫県豊岡保健所 医師）

15:00 〜 15:30 ② 中核市域における現状と課題（１）
　　　　　　松　岡　太　郎（豊中市保健所 所長）

15:30 〜 16:00 ③ 中核市域における現状と課題（２）　
　　　　　　浅　野　美穂子（柏市保健所健康増進課 課長）

16:00 〜 16:20 ④ パネルディスカッション

16:20 〜 16:30 閉会挨拶　　　　松　倉　知　晴（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５年３月７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
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■ 都バス
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「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
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