公衆衛生学

【原著論文】
1) Fujii H, Muto T: Diffusion of health education programs with reference to health behavior
theories in Japanese workplaces: present status and future plans. J Occup Health 51(1): 8490, 2009.
2) Fujii H, Nakade M, Haruyama Y, Fukuda H, Hashimoto M, Ikuyama T, Kaburagi H, Murai
E, Okumura M, Sairenchi T, Muto T: Evaluation of a computer-tailored lifestyle modiﬁcation
support tool for employees in Japan. Ind Health 473(3): 333-341, 2009.
3) Fujii H, Noda T, Sairenchi T, Muto T: Daily intake of green and yellow vegetables is effective
for maintaining bone mass in young women. Tohoku J Exp Med 218(2): 149-154, 2009.
4) Fujii H, Haruyama Y, Muto T, Kobayashi E, Ishisaki K, Yamasaki A: High attendance at a
lifestyle intervention program is important to reduce risks related to metabolic syndrome in
middle-aged Japanese. Tohoku J Exp Med 219(2): 155-164, 2009.
5) Fujii H, Miyamoto M, Miyamoto T, Hirata K, Muto T: Relationship between daily meal
frequency amd subjective sleep quality or daytime sleepiness in Japanese medical students.
獨協医学会雑誌 36(3): 135-142, 2009.
6) Haruyama Y, Muto T, Nakade M, Kobayashi E, Ishisaki K, Yamasaki A: Fifteen-month
lifestyle intervention program to improve cardiovascular risk factors in a community
population in Japan. Tohoku J Exp Med (217): 259-269, 2009.
7) Irie F, Iso H, Noda H, Sairenchi T, Otaka E, Yamagishi K, Doi M, Izumi Y, Ota H:
Associations between metabolic syndrome and mortality from cardiovascular disease in
Japanese general population, Findings on overweight and non-overweight individuals:
Ibaraki Prefectural Health Study. Circ J 73(9): 1635-1642, 2009.
8) Kimura K, Sairenchi T. Muto T: Meta-analysis study for one year effects of a nicotine patch.
J Health Science 55: 233-241, 2009.
9) Kuriyama T, Usami T, Muto T, Kimura K, Miwa Y: Prevalence of multiple risk factors and
the effect of lifestyles on these factors in young Japanese workers. J Phy Fit Nutr Immunol
19: 3-7, 2009.
10) Nishiyama M, Yasugi H, Ohishi K: Lifestyle attitudes towards smoking among smokers
and non-smokers in a Japanese university: Repeatedly measured cross sectional study of
paramedical students. Jpn J Health & Human Ecology 75(1): 18-29, 2009.
11) Nishiyama M, Muto T, Minakawa T, Shibata T: The combined unhealthy behaviors of
breakfast skipping and smoking are associated with the prevalence of diabetes Mellitus.
Tohoku J Exp Med 218(4): 259-264, 2009.
12) Noda H, Iso H, Irie F, Sairenchi T, Ohtaka E, Doi M, Izumi Y, Ohta H: Low-density
lipoprotein cholesterol concentrations and death due to intraparenchymal hemorrhage: the
Ibaraki Prefectural Health Study. Circulation 119(16): 2136-2145, 2009.
13) Yamazaki H, Slingsby BT, Takahashi M, Hayashi Y, Sugimori H, Nakayama T:
Characteristics of qualitative studies in influential journal of general medicine: a critical
review. BioScience Trends 3(6): 202-209, 2009.
14) 林達也，永井雅人，小宮秀明，武藤孝司 : 朝食における「主食」「主菜」「副菜」の摂取状況とラ
イフスタイルとの関連性 . 保健の科学 51(5): 349-358, 2009.

【その他の学術論文】
1) 西岡伸紀，武藤孝司，衛藤隆，刈間理介，越智啓太，村上元良，藤田大輔 : 小学生の防犯能力の測定，
評価に関する予備的研究 . 日本セーフテイープロモーション学会誌 2: 71-75, 2009.
2) 西山緑 : 大学生のストレスとライフスタイル . 医歯薬桜友会会報 16: 50-52, 2009.
3) 春山康夫 : 特定健診・特定保健指導の現状と期待 - 参加型交流セミナーにおける参加者からの声 （特集）. 日本健康教育学会誌 17(2): 130-132, 2009.

【学術書】
1) 高橋 都 : 性機能障害 . 日本臨床腫瘍学会編 , 新臨床腫瘍学改訂第二版 . 南江堂 . pp.859-862,
2009.
2) 西山緑 : 偽陰性，偽陽性，従属人口指数，人年，真の陰性，真の陽性，生産年齢人口 . 伊藤正男，
井村裕夫，高久史麿総編集 , 医学大事典第二版 . 医学書院 . pp.561,649, 1452, 1530, 2009.

【研究報告等】
1) 市橋透 高田康二 武藤孝司 : 産業歯科保健活動は労働損失を抑制できるか －労働損失を指標とし
た産業歯科保健活動の評価－ . 平成 20 年度 8020 公募研究事業 研究報告書 . pp.27-36, 2009.
2) 橋本充代 : 行動科学的手法を用いたインターネット予防介入に関する文献研究 . 厚生労働科学研
究費補助金エイズ対策研究事業 インターネット利用層への行動科学的 HIV 予防介入とモニタリ
ングに関する研究 平成 20 年度 総括・分担研究報告書 . pp.58-81, 2009.

【学会・研究会発表】
1) Haruyama Y, Muto T, Matsuzuki H, Muto S, Tomita S, Haratani T, Ito A: Assessment of
subjective thermal stress (STS) in the Kitchen-work Environment by a Self- reporting
Questionnaire. The 29th International Congress on Occupational Health, Cape Town, 2009-322 ～ 27.
2) Fujii H, Miyamoto M, Miyamoto T, Muto T: Weight loss approach during routine medical
follow-up is effective for male patients with obese obstructive sleep apnea syndrome receiving
nasal continuous positive airway pressure treatment. The first Asia-Pasific conference on
health promotion and education, 千葉市 , 2009-7-17 ～ 20.
3) Ogami A, Muto T, Yoshikawa T, Kogi K, Nishikawa N, Fukumoto M, Hiraga H: Evaluation
of participatory training in managing mental health for supervisory employees by the type of
job characteristics at the ﬁnancial industry. Asia-Paciﬁc Conference on Health Promotion and
Education, 千葉市 , 2009-7-18.
4) Haruyama Y, Fukuda H, Aari T, Iimura H, Muto T: Changes in lifestyles and cardiovascular
risks caused by workplace health promotion programs in a large-scale Japanese enterprise.
The First Asia-Paciﬁc Conference on Health Promotion and Education, 千葉 , 2009-7-18 ～ 20.
5) Ichihashi T, Mita A, Takada K, Muto T: Effects of oral health activities at workplace on
productivity using workers absenteeism as an indicator. The First Asia-Paciﬁc Conference on
Health Promotion and Education, 千葉市 , 2009-7-18 ～ 20.
6) Kimijima M, Nishiyama M, Muto T: The association of smoking, drinking and excessive
weight with lifestyle related diseases among psychiatric outpatients in Japan. The ﬁrst Asia-

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Paciﬁc conference on Health promotion and Education, Chiba, 2009-7-20.
Haruyama Y, Fukuda H, Aari T, Iimura H, Muto T: Practice of workplace health promotion
programs in a large-scale Japanese enterprise. The 20th Korea･Japan･China Joint
Conference on Occupaional Health, Seoul, 2009-8-27 ～ 29.
Matsuzuki H, Haruyama Y, Muto T, Ito A, Fujii H, Aikawa K: Comparison of work environmt
and job stress ofworker in a hosupital kitceh pre-post renovation and work system
improvement. The 20th Korea･Japan･China Joint Conference on Occupaional Health, Seoul,
2009-8-27 ～ 29.
Takezawa C, Takahashi E,Yoshikawa T,Mizuno Y,matsuda F,Yamamura M,Okumura
T,Naitou K: Improvement of the Nursing work by the Introduction of the Electronic Medical
Record System. The 1st International Nursing Research Conference of the World Academy of
Nursing Science, Kobe, 2009-9-20.
高橋秀人，玉田孝行，西連地利己，福田洋，春山康夫，橋本充代，武藤孝司 : WEB 生活予防システ
ム導入により見込まれる職域におけるメタボリック関連の削減医療費（外来）の推定 . 日本疫学会 ,
金沢 , 2009-1-24.
永井雅人，土屋光司，林達也，小宮秀明 : 多周波インピーダンス測定における骨密度・骨塩量の
推定法の開発 . 第 14 回ボディ・コンポジションと代謝研究会 , 東京 , 2009-3-28.
岸久司，大平修二，川野辺友美，松井寿夫，小松渡，三浦善憲，野中勉 : 紫蘇茶の糖尿病に対す
る抑制効果について 2. 第 79 回日本衛生学会学術総会 , 東京 , 2009-3-30.
小松渡，北野克和，岸久司，三浦善憲，松井寿夫，大平修二 : ノブドウ実の抽出液による肝障害
軽減作用の解析 . 第 79 回日本衛生学会学術総会 , 東京 , 2009-3-30.
西山緑 , 八杉倫 , 大石賢二 : 医療工学部学生のストレスと生活習慣に関する検討 . 第 79 回日本衛生
学会 , 東京 , 2009-3-30.
三浦善憲，小松渡，岸久司，大平修二，松井寿夫 : トリフェニル錫によるグルコース刺激後のハ
ムスター膵ラ氏島のグルコース利用およびピルビン酸メチルに誘導されるインスリン分泌に対す
る影響 . 第 79 回日本衛生学会学術総会 , 東京 , 2009-3-30.
八杉倫 , 西山緑 , 大石賢二 : 医療系大学生を対象とした喫煙に関与するライフスタイルの検討及び
健康教育後の喫煙に対する意識変容に関する研究 . 第 79 回日本衛生学会 , 東京 , 2009-3-30.
市川剛 , 山崎弦 , 小嶋恵美 , 小山さとみ , 志村直人 , 西連地利己 , 有阪治 : 幼児期 BMI rebound と学
童期での動脈硬化形成性リスクとの関係 ( 第 2 報 ). 日本小児科学会 , 奈良 , 2009-4.
市橋透，三田理絵，高田康二，武藤孝司 : 産業歯科保健活動が就業者の口腔内状態及び欠勤状況
を指標とした生産性に及ぼす効果 . 日本産業衛生学会 , 福岡市 , 2009-5-20 ～ 22.
武澤千尋，高橋悦子，内藤堅志，吉川徹 : 作業観察調査に基づく電子カルテの利用時間から見た
看護師の業務特性 . 第 82 回日本産業衛生学会学術集会 , 福岡 , 2009-5-22.
西連地利己, 武藤孝司: 男性被雇用者における高血圧発症に及ぼすBMIの影響. 日本健康教育学会,
東京 , 2009-6-21.
春山康夫，武藤孝司，小林恵美子，石崎香織，山崎章子 : 地域ヘルスプロモーションプログラム
実施後の追跡結果 . 第 18 回日本健康教育学会 , 東京 , 2009-6-19 ～ 20.
和田佳子，宮本和子，熊倉みつ子 : Promoting MW and PHN Collaboration in MCH Care. The
First Asia-Paciﬁc Conference on Health Promotion and Education, Chiba, 2009-7-18~20.
種市ひろみ , 武藤孝司 : Review of the literature on “Medical expenses” in Japan. The ﬁrst AsiaPaciﬁc Conference on Health Promotion and Education, 千葉市 , 2009-7-20.
高橋 都 : 小児科との連携は成人診療科間連携にも通じる：内科医の立場から . 2009 年日本プラ
イマリ・ケア関連学会連合学術集会 ワークショップ「小児科医とプライマリ・ケア医のよりよい
連携を目指して―成人した小児がん経験者が必要とするプライマリ・ケア」, 京都市 , 2009-8-23.

25) 和田佳子，武藤孝司 : Review of the Literature on the Mental Health of Female Japanese
Workers. The 20th Korea･Japan・China Joint Conference on Occupational Health, Seoul,
2009-8-27~29.
26) 種市ひろみ , 和田佳子 , 武藤孝司 : Review of the literature on the turnover of nurses in
Japan. The 20th Korea Japan China joint Conference on Occupational Health, Seoul,
2009-8-28.
27) 松月弘恵 , 伊藤昭好 , 藤井紘子 , 相川薫 : 厨房改築前後の作業環境と作業者の主観的評価 . 第 56
回日本栄養改善学会学術総会 , 札幌市 , 2009-9-3.
28) 谷山 牧 , 高橋 都 : 看護臨床実習指導上の困難： 臨床実習指導者・看護教員の認識の比較 . 日本
看護教育学会第 19 回学術集会 , 口頭発表 , 北見市 , 2009-9-20.
29) 高橋 都 : 乳がん治療後のカップルを支えるヒント―臨床現場で無理なくとりくむために . かず
さ乳腺セミナー , 基調講演 , 市原市 , 2009-9-25.
30) 高橋 都 : がんサバイバーシップ：“ 治療 ” を超えた生のサポート . 第 22 回日本サイコオンコロジー
学会総会 , 教育講演 , 広島市 , 2009-10-1.
31) 高橋 都 : 実践！乳がんサバイバーシップを支える 心と技―～性・カップル関係・女性らしさに
ついて . 第 12 回千葉 Breast Care Nurse 研究会 , 基調講演 , 千葉市 , 2009-10-3.
32) 入江ふじこ , 西連地利己 , 山岸良匡 , 磯博康 , 大田仁史 : 基本健康診査受診者における推算糸球体
濾過量 (eGFR) と循環器疾患死亡との関連 . 日本公衆衛生学会 , 奈良 , 2009-10-22.
33) 西連地利己 , 藪下典子 , 辻本健彦 , 入江ふじこ , 大田仁史 , 武藤孝司 : 健診結果追跡調査成績による
特定保健指導評価ツールの開発 茨城県健康研究 . 日本公衆衛生学会 , 奈良 , 2009-10-22.
34) 笹井浩行 , 西連地利己 , 入江ふじこ , 磯博康 , 田中喜代次 , 大田仁史 , 武藤孝司 : 長期間の収縮期血
圧の平均値と循環器疾患死亡の関連 茨城県健康研究 . 日本公衆衛生学会 , 奈良 , 2009-10-22.
35) 橋本充代，日高庸晴 : HIV 予防プログラム構築を目的とした IT による予防介入に関する文献研究 .
第 68 回日本公衆衛生学会総会 , 奈良市 , 2009-10-21 ～ 23.
36) 春山康夫，藤井紘子，小林恵美子，石崎香織，山崎章子，武藤孝司 : 草加市 27 カ月ヘルスアップ
プログラム（その 2）－参加者の出席率と効果の関連性－ . 第 68 回日本公衆衛生学会総会 , 奈良 ,
2009-10-21 ～ 23.
37) 藤井紘子 , 春山康夫 , 小林恵美子 , 石崎香織 , 山崎章子 , 中出麻希子 , 武藤孝司 : 草加市 27 ヶ月間
ヘルスアッププログラム ( その 1)- 長期介入効果の検討 -. 第 68 回日本公衆衛生学会総会 , 奈良市 ,
2009-10-21 ～ 23.
38) 高橋 都 : ボディ・イメージ，セクシュアリティの障害 . 第 1 期第 2 回成人移行期支援看護師養成
講座 , 講義 , 東京都 , 2009-10-24.
39) 藤井紘子 , 宮本雅之 , 宮本智之 , 武藤孝司 : 日常診療における閉塞性睡眠時無呼吸症候群を対象と
した減量プログラムの評価 . 日本睡眠学会第 34 回定期学術集会 , 大阪市 , 2009-10-24 ～ 27.
40) 松月弘恵 : 管理栄養士養成課程の給食経営管理実習担当者から . 第 4 回日本給食経営管理学会学術
集会 シンポジウムⅡ「今，求められている給食経営管理能力とは何か －教育養成の現状とこれ
からの課題－」, 東京都 , 2009-10-24 ～ 25.
41) 高橋 都 : 問題解決スペシャリスト養成機関としての医学部―そして解決できないときにどうす
るか . 日本生産性本部 経営革新委員会 , 特別講演 , 東京都 , 2009-11-7.
42) 高橋 都 , 会田薫子 : 質的研究「超」入門—医師が行うリサーチインタビューの実際 . 日本家庭医
療学会主催第 17 回家庭医の生涯教育のためのワークショップ , 大阪市 , 2009-11-8.
43) 西山緑，君島三千男，武藤孝司 : 精神障害者における喫煙と生活習慣病関連因子の検討 . 第 74 回
日本民族衛生学会 , 京都 , 2009-11-13.
44) 高橋 都 : 小児科・成人診療科の効果的連携の条件―両者のインタビュー調査から . 第 25 回日本
小児がん学会 QOL シンポジウム「小児がん経験者の成人医療への移行について」, 東京都 , 2009-

45)
46)
47)
48)
49)

11-29.
高橋 都: 総論2・
「がんと性」について医療者ができること. 第8回日本がんと性研究会全国研修会,
講義 , 東京都 , 2009-11-29.
高橋 都 : 各論 1・乳がんと性 . 第 8 回日本がんと性研究会全国研修会 , 講義 , 東京都 , 2009-11-29.
高橋 都 :「専門家」ではない医療者が喪失に向き合うとき . 第 15 回日本臨床死生学会 シンポジ
ウム「ケア現場における喪失と臨床倫理」, 東京都 , 2009-12-2.
白木孝之，澤田登起彦，桜岡祐樹，岡田としえ，窪田敬一，三浦善憲，武藤孝司 : Glycated
albumin がインスリン分泌に及ぼす影響について . 第 37 回獨協医学会 , 壬生町 , 2009-12-5.
吉川治孝，小松 渡，早野俊哉，三浦 豊，泉川桂一，石川英明，本間桂一，舘川宏之，山内芳雄，
礒辺俊明，高橋信弘 : スプライシング因子 p32（C1QBP/HABP1）は新規ヒトリボソーム生合成
調節因子である . 第 32 回日本分子生物学会総会 , 横浜市 , 2009-12-9~12.

【学術賞】
1) 藤井紘子 : 草加市 27 ヶ月間ヘルスアッププログラム ( その 1)- 長期介入効果の検討 -. 第 68 回日本
公衆衛生学会総会 , 優秀演題賞 , 2009-10-21.
2) 西連地利己 : Underweight as a predictor of diabetes in older adults: a large cohort study. 獨協
医科大学 , 関湊賞（研究業績表彰）, 2009-12-12.

【公開講座】
1) 湯川悟 : メタボリックシンドロームと特定健診・特定保健指導 . 栃木産業保健推進センター認定
産業医研修会 , 宇都宮 , 2009-9-10.
2) 高橋 都 : 雨降って地固まる？がん治療後のカップル関係について . 獨協医科大学公開講座「が
ん情報提供の会」, 第 11 回「リボンの輪」合同講演会 , 壬生町 , 2009-9-12.
3) 松月 弘恵 : 給食品質管理 －トヨタ自動車から学ぶ品質管理－ . 平成 21 年度兵庫県栄養士会生
涯教育研修会 , 神戸 , 2009-9-12.
4) 高橋 都 : サバイバーシップから死生学を考える . NPO 法人 Hope ★プロジェクト , 東京都 , 200910-25.
5) 湯川悟: 職業性疾病発生の原因と予防対策. 栃木産業保健推進センター認定産業医研修会, 宇都宮,
2009-12-10.

【新聞記事・書評等】
1) 高橋

都 : 獨協医大で「がん」学ぶ―壬生，公開講座に 60 人 . 下野新聞 , 下野新聞社 , 2009-9-16.

