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一般演題プログラム
12月 1日（火）－12月21日（月）［オンデマンド配信］

一般演題 1：肥満・高齢者・Na/K 比

O-1 	高 BMI と冠危険因子を併存する就業者の減量行動に対する教育教材の効果：	
予備的ランダム化比較試験
1）名古屋大学大学院医学系研究科リハビリテーション療法学専攻（博士前期課程）、2）名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）、 
3）エプソン健康保険組合
根岸 真也1）、足立 拓史2）、舟木 空哉1）、小野 哲也3）、井出 光昭3）、今井 俊博3）、永田 博巳3）、
近藤 高明2）、山田 純生2）

O-2 血清 LBP値とメタボリック・シンドローム発症との関連：久山町研究
1）九州大学大学院医学研究院　衛生・公衆衛生学分野、2）九州大学病院　口腔総合診療科、 
3）九州大学大学院医学研究院　病態機能内科学、4）九州大学大学院医学研究院　麻酔・蘇生学、 
5）九州大学大学院医学研究院　総合コホートセンター
友岡 祥子1）,2）、大石 絵美1）,3）、浅田 雅子1）,4）、秦 淳1）,3）,5）、和田 尚久2）、二宮 利治1）,5）

O-3 	メタボリックシンドローム発症に関連のある生活習慣の調査研究
－標準的な質問票と健診結果を用いた縦断分析－
1）全国健康保険協会新潟支部企画総務グループ、2）全国健康保険協会新潟支部保健グループ、 
3）新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科
根田 智也1）、中台 桂林2）、田邊 直仁3）

O-4 地域在住高齢者の認知症・心血管病予防のための血圧・睡眠衛生指導
1）中部大学大学院生命健康科学研究科、2）名古屋大学大学院医学系研究科
野田 明子1）、奥田 将人1）、中嶋 穂乃佳1）、岩本 邦弘2）

O-5 	フレイルを有する高齢心不全フレイル患者はカヘキシアの有無で栄養療法が異
なる
1）藤田医科大学ばんたね病院リハビリテーション部、2）藤田医科大学医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座、 
3）藤田医科大学ばんたね病院循環器内科
伊藤 貴史1）、河野 裕治1）、青柳 陽一郎2）、石川 綾子1）、森 悦子1）、蟹井 貴也1）、矢篦原 隆造1）、 
井澤 英夫3）

O-6 ナトカリ比と血圧の関連に対する年齢の影響－ながはまスタディ
京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医学センター
田原 康玄、ながはまスタディーグループ

O-7 24時間尿Na/K比と食品摂取（INTERMAP日本研究）
1）人間総合科学大学健康栄養学科、2）生活習慣病予防研究センター、3）滋賀医科大学社会医学部門公衆衛生学講座、 
4）大阪市立大学大学院生活科学研究科 食・健康科学講座　公衆栄養学
奥田 奈賀子1）、岡山 明2）、三浦 克之3）、由田 克士4）、上島 弘嗣3）
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一般演題 2：高血圧

O-8 	高血圧症既往者における脂質異常症ならびに糖尿病治療開始にはBMI が関連
する
1）株式会社 PREVENT、2）名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）、3）エプソン健康保険組合
萩原 悠太1）、足立 拓史2）、小野 哲也3）、井出 光昭3）、今井 俊博3）、永田 博巳3）、山田 純生2）

O-9 過去の高血圧状況に応じた脳梗塞入院の発生率及び重症化率の違いについて
株式会社 JMDC
永井 克彦、田中 貴、長浜 誉佳、小平 紀久

O-10	 	日本高血圧学会2019年血圧値分類別の脳心血管疾患罹患リスクの検討
－中年男性の解析結果
1）岩手医科大学、2）生活習慣病予防研究センター、3）聖路加国際大学、4）岩手大学
大澤 正樹1）、丹野 高三1）、板井 一好2）、米倉 祐貴3）、小笠原 邦昭1）、大間々 真一1）、 
田中 文隆1）、小野田 敏行4）、栗林 徹4）、岡山 明2）

O-11	 	新潟県における収縮期血圧平均値の変動に対する各影響要因の変動の寄与度の
推計－健康日本21（第二次）における推定の応用－
1）新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科、2）新潟県福祉保健部、3）新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科
田邊 直仁1）、村山 伸子1）、小島 美世2）、小川 佳子2）、中川 圭子2）、鈴木 一恵3）

O-12	 家庭血圧測定実施状況と関連する生活習慣行動の探索的検討：職域横断研究
1）帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座、2）滋賀医科大学臨床看護学講座、3）平和堂健康サポートセンター
辰巳 友佳子1）、志摩 梓2）,3）、川村 敦子3）、森野 亜弓2）,3）、河津 雄一郎3）、宮松 直美2）、 
大久保 孝義1）

O-13	 連続変数危険因子の progression 評価モデルに関する考察
和歌山県立医科大学　衛生学講座
藤吉 朗

O-14	 血管内皮機能と血圧コントロールの関連：多施設共同研究FMD-J 研究から
1）東京医科大学　循環器内科、2）東京医科大学　医学教育センター
松本 知沙1）、冨山 博史1）、山科 章2）、近森 大志郎1）

一般演題 3：食事・対象者支援・その他

O-15	 食事パターンと血清脂質との関連：J-MICC ベースライン分析
1）滋賀医科大学社会医学講座、2）近畿大学医学部公衆衛生学教室、3）龍谷大学農学部食品栄養学科、 
4）敦賀市立看護大学看護学部看護学科、5）名古屋大学大学院医学系研究科予防医学分野
北岡 かおり1）、三浦 克之1）、門田 文1）、近藤 慶子1）、岡見 雪子1）、田中 佐智子1）、高嶋 直敬2）、 
中村 保幸3）、喜多 義邦4）、若井 建志5）

O-16	 	境界型糖尿病が判明した人への意思決定支援ツールによる受診勧奨方法の開発
と検証：プロトコル発表
1）京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 予防医療学分野、 
2）京都大学 環境安全保健機構 健康管理部門／健康科学センター、3）京都大学医学部附属病院 医療安全管理室、 
4）医療法人財団 康生会 武田病院健診センター、5）大妻女子大学 家政学部 食物学科
誉田 真子1）、小林 大介2）、佐藤 恵子3）、江口 智香4）、森川 真莉恵4）、桝田 出4）、清原 康介5）、
岡林 里枝2）、川村 孝2）、石見 拓2）

O-17	 冠動脈疾患死亡の危険因子の追跡期間による関連変化：NIPPON	DATA80
1）滋賀医科大学、2）龍谷大学、3）慶応義塾大学、4）帝京大学、5）生活習慣病予防研究センター
岡見 雪子1）、中村 保幸2）、三浦 克之1）、宮松 直美1）、岡村 智教3）、近藤 慶子1）、門田 文1）、 
大久保 孝義4）、岡山 明5）、上島 弘嗣1）
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O-18	 	地域在住高齢男性を対象とした有酸素運動とレジスタンス運動の複合トレーニ
ングにおける順序性が動脈スティフネスに及ぼす影響
同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科　公衆衛生学
栁田 昌彦、塩津 陽子、炭本 祐佳

一般演題 4：心疾患・その他

O-19	 LVEFが維持された心不全患者における心外膜脂肪と運動耐容能の関連性
1）みなみ野循環器病院、2）八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック、3）帝京科学大学大学院医療科学研究科
岩﨑 孝俊1）,2）、望月 純二1）、二階堂 暁2）、幡 芳樹1）、廣瀬 昇3）

O-20	 左室駆出率が低下した心不全患者の男女での臨床的特徴と予後の比較
福島県立医科大学　循環器内科学講座
菅野 優紀、義久 精臣、竹石 恭知

O-21	 24時間心電図による自律神経活動と認知機能との関係
中部大学大学院 生命健康科学研究科
中嶋 穂乃佳、野田 明子、奥田 将人、片野坂 公明、武田 湖州恵

O-22	 Cardio-ankle	vascular	index	（CAVI）	の経時的変化に関連する因子の検討
1）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心臓血管・高血圧内科学、2）垂水市立医療センター垂水中央病院、 
3）鹿児島大学医学部保健学科　基礎理学療法学講座
窪薗 琢郎1）、川畑 孟子1）、小島 聡子1）、川添 晋1）、赤崎 雄一1）、牧迫 飛雄馬2）、桑波田 聡3）、
竹中 俊宏3）、大石 充1）

O-23	 	地域連携クリティカルパスが適用された急性心筋梗塞患者における予後規定要
因の検討
1）札幌医科大学医学部　公衆衛生学講座、2）札幌医科大学医学部　循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、 
3）北海道大学　循環器内科、4）旭川医科大学内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野、 
5）NPO 法人北海道医療連携ネットワーク協議会
小山 雅之1）,2）,5）、樋室 伸顕1）、佐藤 琢真3）,5）、簑島 暁帆4）,5）、竹内 利治4）,5）、橋本 暁佳2）,5）、 
齋藤 重幸2）、三浦 哲嗣2）,5）、寳金 清博5）、大西 浩文1）,2）,5）

O-24	 健康寿命の簡便な計算方法の開発
1）浜松医科大学健康社会医学講座、2）名古屋市立大学、3）東北大学、4）千葉大学・国立長寿医療研究センター、5）東京大学
尾島 俊之1）、細川 陸也2）、相田 潤3）、近藤 克則4）、近藤 尚己5）

一般演題 5：血圧

O-25	 健康教室が血圧へ与えた影響：鹿児島県垂水市における取り組み
1）鹿児島大学大学院心臓血管・高血圧内科学、2）鹿児島大学医学部保健学科基礎理学療法学、 
3）垂水市立医療センター垂水中央病院
赤﨑 雄一1）、窪薗 琢郎1）、牧迫 飛雄馬2）、桑波田 聡3）、竹中 俊宏3）、大石 充1）

O-26	 特定健診受診者における血圧降圧をしやすい生活習慣の検討
1）大阪市立大学大学院生活科学研究科 食・健康科学講座　公衆栄養学、 
2）実践情報の解析による効果的な保健指導の開発と評価に関する研究班、3）生活習慣病予防研究センター
真殿 亜季1）、由田 克士1）、栗林 徹2）、奥田 奈賀子2）、中村 幸志2）、渡邉 至2）、神出 計2）、 
三浦 克之2）、板井 一好2）、岡山 明3）

O-27	 	未治療高血圧者への健診現場での紹介状発行が翌年のⅢ度高血圧を抑制する効
果：職域クラスターランダム化比較試験の事後解析
1）滋賀医科大学、2）平和堂健康サポートセンター、3）帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座、 
4）福岡大学医学部衛生・公衆衛生学、5）近畿健康管理センター
志摩 梓1）,2）、辰巳 友佳子1）,3）、有馬 久富4）、三浦 克之1）、河津 雄一郎2）、森野 亜弓1）,2）、 
大久保 孝義3）、木村 隆5）、呉代 華容1）、宮松 直美1）
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O-28	 和温療法の降圧効果
1）札幌緑愛病院　心臓リハビリテーション室、2）札幌緑愛病院　循環器内科
小南 和志1）、秋野 正敏2）

O-29	 一般住民における腹囲と高血圧発症との関連：ISSA-CKD
1）福岡大学医学部　衛生・公衆衛生学、2）福岡大学医学部　腎臓・膠原病内科、3）福岡大学医学部　呼吸器内科、 
4）長崎県壱岐病院
吉村 力1）、舩越 駿介1）、前田 俊樹1）、川添 美紀1）、佐藤 敦1）、升谷 耕介2）、中島 衡2）、 
藤田 昌樹3）、向原 茂明4）、有馬 久富1）

O-30	 体重減少による血圧上昇抑制効果の性差
1）鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学、2）鹿児島厚生連病院
川添 晋1）、窪薗 琢郎1）、小島 聡子1）、川畑 孟子1）、宮原 広典2）、徳重 浩一2）、大石 充1）

O-31	 	外来通院中糖尿病患者のふらつきの自覚を伴う起立性低血圧と転倒との関連：
SHIP-FD 研究
1）滋賀医科大学臨床看護学講座　成人看護学、2）滋賀医科大学臨床看護学講座　老年看護学、 
3）滋賀医科大学　糖尿病内分泌・腎臓内科
岡本 智子1）、宮松 直美1）、片寄 亮2）、森野 勝太郎3）、宮澤 伊都子3）、卯木 智3）、前川 聡3）、 
荻田 美穂子2）

一般演題 6：動脈硬化・心筋梗塞・脳卒中

O-32	 	心電図ミネソタコード分類による左室肥大と、心エコー検査で測定した左室心
筋重量の関連：吹田研究
1）国立循環器病研究センター予防健診部、2）慶應義塾大学医学部衛生公衆衛生学、3）生活習慣病予防研究センター
東山 綾1）、小久保 喜弘1）、渡邉 至1）、西木 由紀子1）、岡村 智教2）、岡山 明3）、宮本 恵宏1）

O-33	 下肢閉塞性動脈硬化症患者における platelet-to-lymphocyte	ratio
1）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心血管病予防分析学講座、 
2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心臓血管・高血圧内科学
徳重 明央1）、神田 大輔2）、有川 亮2）、安崎 和博2）、薗田 剛嗣2）、大石 充1）,2）

O-34	 	佐賀県内の地域基幹病院における脳卒中発症患者の臨床的実態と神経学的予後
の調査
1）佐賀大学医学部　循環器内科、2）伊万里有田共立病院　内科、3）大阪市立大学大学院　医療統計学
田中 敦史1）、松永 和雄2）、吉田 寿子3）、野出 孝一1）

O-35	 	心筋梗塞患者の性格行動パターンに関する考察
－Type-A と Type-D に焦点を当てて－
総合病院　土浦協同病院
高田 結花、山本 陽子、田中 翔太郎、乙部 知子、濱野 一平

O-36	 地域在住高齢者における咀嚼能力と 4年間の脳卒中発症との関連：香美町研究
1）滋賀医科大学臨床看護学講座（老年）、2）京都大学医学研究科人間健康科学系専攻、3）国立長寿医療研究センター
片寄 亮1）、荻田 美穂子1）、大倉 美佳2）、荒井 秀典3）

一般演題 7：食事・保健指導・疫学・その他

O-37	 	非肥満の高 LDLコレステロール血症者に対する栄養指導でみられた食行動変
容に関する報告
1）浜松医科大学 健康社会医学講座、2）人間環境大学 大学院看護学研究科、3）ヤマハ発動機（株）健康推進センター
上田 規江1）、巽 あさみ2）、内野 文吾3）、中村 美詠子1）、尾島 俊之1）
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O-38	 米を主食とした食事パターンと循環器疾患死亡との関連：NIPPON	DATA90
1）慶應義塾大学、2）滋賀医科大学、3）人間総合科学大学、4）帝京大学、5）生活習慣病予防センター
栗原 綾子1）、岡村 智教1）,2）、杉山 大典1）、奥田 奈賀子2）,3）、大久保 孝義2）,4）、岡山 明2）,5）、 
宮川 尚子2）、門田 文2）、三浦 克之2）、上島 弘嗣2）

O-39	 	特定保健指導によって行動変容ステージ「無関心期」のステージが上がる人た
ちの特徴
1）福岡女子大学大学院　人間環境科学研究科、2）福岡教育大学　教育学部、3）一般財団法人日本予防医学協会
太田 雅規1）、樋口 善之2）、永原 真奈見1）、谷 直道3）、山本 良子3）、赤津 順一3）

O-40	 生活習慣病患者の指導による減薬と 1年後の経過について
医療法人　永井医院
森 めぐみ、間 絵理、岸 ひろみ、佐々木 寿美子、永井 俊一

O-41	 	都市部での循環器疾患による救急搬送件数と気象変数との関連：
一般化加法モデル（GAM）を用いた解析
名古屋大学大学院医学系研究科 病態解析学講座
田中 日和、近藤 高明

O-42	 	血中Asymmetric	Dimethylargnine	（ADMA）	とホモシステインの上昇は、全
死亡に関連しているか？－田主丸研究の縦断調査－
1）久留米大学、医学部、医学科、内科学講座、心臓血管内科部門、2）久留米大学医学部、地域医療連携講座
豊増 謙太1）、足達 寿2）、榎本 美佳1）、深水 亜子1）、中村 佐知子1）、野原 夢1）、阪上 暁子1）、 
濱村 仁士1）、山本 麻紀1）、福本 義弘1）




