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日程表　第1日目　2022年3月21日㊊・㊗

第1会場 第2会場 ポスター
（オンデマンド）

関連行事

ポスター供覧

9:00

9:20-11:50

理事会

10:00

11:00

12:00
12:00-12:50

共催セミナー１

子どもの健康と環境に関する全国調査 
（エコチル調査）のあゆみと今後の展望

座長：島 正之
共催：エコチル調査兵庫ユニットセンター

12:00-14:40

若手研究者の会 
企画1

シンポジウム＆グループトーク 
～衛生学の発展に向けた 

先制医療の可能性を考える～
座長：鈴木 武博・堀中 真野

13:00

13:30-15:30

市民公開講座

環境汚染を克服して未来志向の衛生学へ： 
阪神地区における環境と健康

座長：島 正之・山崎 新

13:30-15:30

衛生学公衆衛生学 
教育協議会

14:00

15:00
14:50-15:50

若手研究者の会 
企画2

若手研究者交流会、 
若手研究者の会定期会合

座長：小林 果 15:30-16:30

教育協議会 
世話人会

16:00
16:00-18:00

シンポジウム１

The role of forest medicine in  
post-COVID-19 health management  

and disease prevention
座長：李 卿・島 正之

16:00-18:00

自由集会

開発途上国そして日本における 
感染症対策の問題点

座長：小林 宣道

17:00

18:00
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日程表　第2日目　2022年3月22日㊋

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 ポスター
（オンデマンド）

8:50-9:00　　　開会式

ポスター 
供覧

9:00
9:00-9:50

一般演題（口演）1

大気、水、物理因子および 
放射線と健康・疾病（1）

座長：加藤 昌志

9:00-9:50

一般演題（口演）4

金属の生態影響、動態等（1）
座長：松岡 雅人

9:30-11:30

シンポジウム2

環境中における 
新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）のリスクと 

その予防策
座長：東 賢一・塚原 照臣

9:30-11:30

シンポジウム3

出生コホート連携
座長：佐田 文宏10:00

10:00-10:40
一般演題（口演）2

大気、水、物理因子および 
放射線と健康・疾病（2）

座長：道川 武紘

10:00-10:40
一般演題（口演）5

金属の生態影響、動態等（2）
座長：西村 泰光

11:00
10:50-11:40

一般演題（口演）3

産業保健・労働衛生
座長：諏訪園 靖

10:50-11:40

若手優秀演題選考会

座長：辻 真弓

12:00
11:50-12:40

共催セミナー2
電磁過敏症って本当にあるの？ 
－WHOの見解を紹介します－

座長：高田 雄史
共催：（一財）電気安全環境研究所  

電磁界情報センター

12:45-13:25
次期会長講演

衛生学の伝統と挑戦
座長：稲寺 秀邦
演者：西脇 祐司

13:00

13:30-14:20

代議員総会

会員総会
14:00

14:25-14:55　　学会賞受賞講演
森林環境（森林浴）の健康増進及び 

疾病予防効果に関する研究 
－「森林医学」の確立－

座長：黒田 嘉紀　演者：李 卿
15:00

15:00-15:40

奨励賞受賞講演

座長：吉田 貴彦
演者：清水 悠路・山内 貴史

15:00-15:50

一般演題（口演）6

化学物質の生態影響、動態等
座長：中山 祥嗣

15:00-15:50

一般演題（口演）7

ストレス、行動科学、 
難病・特定疾患等（1）

座長：村田 真理子

15:00-15:50

一般演題（口演）9

生活習慣病
座長：須賀 万智

16:00
16:00-18:00

メインシンポジウム

プラネタリーヘルス： 
人新世の健康・社会・環境
座長：渡辺 知保・橋爪 真弘

16:00-17:00

教育講演1

災害とメンタルヘルス  
～現代における 

うつ病・不安症の理解と治療～
座長：吉益 光一
演者：中尾 智博

16:00-16:50

一般演題（口演）8

ストレス、行動科学、 
難病・特定疾患等（2）

座長：佐伯 圭吾

17:00
17:05-18:05

教育講演2

保健医療における 
ALDH2多型rs671の重要性

座長：加藤 貴彦
演者：松本 明子

18:00

CD34陽性細胞の動脈硬化及び 
高血圧への関与に関する疫学研究

演者：清水 悠路

地域・職域におけるメンタルヘルス向上
および自殺予防に関する疫学研究

演者：山内 貴史
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日程表　第3日目　2022年3月23日㊌

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 ポスター
（オンデマンド）

ポスター 
供覧

9:00
9:00-9:50

一般演題（口演）10

高齢者保健、疫学とその応用等
座長：欅田 尚樹

9:00-9:50

一般演題（口演）13

免疫、遺伝子・エピジェネティクス
座長：高野 裕久9:30-11:30

シンポジウム4

環境化学物質の健康影響研究の 
知見と今後の展望

座長：伊藤 由起・池田 敦子

9:30-11:30

シンポジウム5

大気汚染物質と健康影響： 
成育や生活習慣病等への影響

座長：奥村 二郎・戸次 加奈江
10:00

10:00-10:40
一般演題（口演）11

予防医学と健康保持増進、 
地域保健等

座長：上村 浩一

10:00-10:40

一般演題（口演）14

生物学的モニタリング（1）
座長：原田 浩二

11:00
10:50-11:40

一般演題（口演）12

健康危機管理、医の倫理等
座長：甲田 勝康

10:50-11:30

一般演題（口演）15

生物学的モニタリング（2）
座長：上島 通浩

12:00
12:00-12:50

共催セミナー3

気候変動による 
健康への影響評価と適応

座長：中根 英昭
共催：（独）環境再生保全機構

13:00
13:00-13:50

特別講演

Ambient air pollution and health 
in China in the context of zero-net 

emission and accelerating aging
座長：島 正之

演者：Xinbiao Guo

13:00-15:00

シンポジウム6

脳波脳トレによる健康脳の 
維持・増進

座長：高田 宗樹

13:00-13:50

一般演題（口演）16

母子保健・小児保健（1）
座長：目澤 秀俊

13:00-13:50

一般演題（口演）19

感染症・感染症対策
座長：黒田 嘉紀

14:00
14:00-14:50

教育講演3

日本におけるマダニ刺症と 
マダニ媒介性感染症の現状

座長：島 正之
演者：夏秋 優

14:00-14:50

一般演題（口演）17

母子保健・小児保健（2）
座長：浜崎 景

14:00-14:50

一般演題（口演）20

新型コロナウイルス感染症（1）
座長：小林 宣道

15:00
15:00-16:00

社会医学系専門医協会 
指導医講習会

座長：小橋 元
演者：大久保 靖司

15:00-16:00

一般演題（口演）18

母子保健・小児保健（3）
座長：西條 泰明

15:00-15:50

一般演題（口演）21

新型コロナウイルス感染症（2）
座長：西浦 博

16:00

17:00

18:00


