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３ 受賞のお知らせ
４ その他お知らせ
１ 主な研究成果発表
＜論文＞
①

Jun Aida, Katsunori Kondo, Tatsuo Yamamoto, Hiroshi Hirai, Miyo Nakade, Ken Osaka, Aubrey Sheiham,
Georgios Tsakos, Richard G. Watt :Oral health and cancer, cardiovascular and respiratory mortality
of Japanese. Journal of Dental Research, with an acceptance date of 11-May-2011.

②

山本龍生，近藤克則：健康な高齢者の生活を知る 第 2 回：高齢者の健康格差．歯科衛生士 35（6）
，2011

＜学会等での発表＞
①

Katsunori KONDO: Achievements and Challenges for Health inequalities in Japan. Regional Meeting on
Social Determinants of Health and Health Equity, 7-9 June 2011, Manila. organizer: Western Pacific
Regional Office, World Health Organization

②

三澤仁平：誰がネオリベラリズムを支持するのか―健康との関連からの検討―．第 37 回日本保健医療社会学
会大会，2011.5，大阪

③

近藤克則：特別講演「社会疫学と心身医学のパラダイム-生物・心理・社会モデル-」第 67 回日本心身医学会
中部地方会「社会の中の心身医学」
，ウインク愛知，2011.5.14

④

村田千代栄，竹田徳則，中出美代，近藤克則：地域在住高齢者の睡眠障害と認知症発症の関連．第 67 回日本
心身医学会中部地方会「社会の中の心身医学」
，ウインク愛知，2011.5.14

⑤

中出美代，
村田千代栄，
近藤克則：高齢者の睡眠障害とその後の抑うつの関連-AGES２時点長調査の結果から．
第 67 回日本心身医学会中部地方会「社会の中の心身医学」
，ウインク愛知，2011.5.14

＜マスコミでのコメントなど＞
① 「認知症を防ぐ③よくかんで脳を刺激」読売新聞（朝刊）
，2011 年 5 月 15 日（日）
② 近藤尚己：第 21 回日本疫学会奨励賞受賞研究から-その 2-格差社会をどう“診る”か．メディカル朝日 6 月号，
2011
③ 近藤克則：特集 100 年貧しい人の健康を守るその仕事に誇りを持って（インタビュー）
．済生 87（5）
，6-7，2011.5
２ 学会・シンポジウム・研究会等のお知らせ
１）健康格差と都市の社会経済構造研究会 第 3 班（理論班）研究会 [New]
【日 時】2011 年 6 月 25 日 14：00～17：00
【場 所】あべのメディックス 8 階会議室 1（大阪市立大学）
【内 容】
（以下）

日本福祉大学
健康社会研究センター
http://cws.umin.jp/

名古屋市中区千代田 5‐22‐35
名古屋キャンパス北館 7 階
Tel:052-242-3074
Fax:052-242-3076

（1）14:00 - 15:00 中村英樹（大阪市立大学大学院経済学研究科）
"Relationships between mental health and income inequality"
（2）15:00 - 16:00 近藤克則（日本福祉大学社会福祉学部）
「日本の高齢者における健康格差－AGES プロジェクト」
（3）16:00 - 17:00

重点研究の経過報告とフリーディスカッション

※詳細はこちら→http://www.econ.osaka-cu.ac.jp/CREHI/
２）International Society for Social Capital and Health（ＩＳＳＣ）
【日 程】6 月 16 日（木）
・17 日（金）
【場 所】University of Manchester, UK
３）医療政策学習会
【日 時】2011 年 6 月 28 日（火）19：00～20：30
【場 所】安与ホール（東京）
【講 演】近藤克則：高齢者医療制度改革の課題と戦略－日本版 NSF 策定に向けて
【主 催】東京保険医協会
４）第 19 回 日本ホスピス・在宅ケア研究会 全国大会 in 沖縄
【日 時】2011 年 7 月 16 日（土）10：30～12：00
【場 所】沖縄コンベンションセンター
【講 演】近藤克則：多死の時代 高齢者のケア
※詳細はこちらをクリックしてください
５）介護予防 WG（JAGES）
・AGES 研究会今後の予定 ※内容が変更することがあります．
・6 月研究会
【日 時】6 月 12 日（日）10：30～17：00
【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 7Ｂ会議室
・7 月研究会
【日 時】7 月 24 日（日）10：30～17：00
【場 所】名古屋（未定）
３ 受賞のお知らせ
① 山梨大学研究特別奨励賞を受賞
近藤尚己：社会経済格差が健康に与える影響とそのメカニズム
４ その他お知らせ
World Conference on Social Determinants of Health．October19-21，2011（WHO）
（WHO: 健康の社会的決定要因に関する世界会議）
【場 所】Rio de Janeiro, Brazil
【日 程】2011 年 10 月 19-21 日
※詳細はこちら→http://www.who.int/sdhconference/en/
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＜5 つの主要テーマ＞
1．governance to tackle the root causes of health inequities: implementing action on social determinants
of health（健康格差の根本原因への対策を講じるための統治：
「健康の社会的決定要因」に対する行動を起こす）
2．the role of the health sector, including public health programmes, in reducing health inequities（健
康格差抑制のための保健医療セクター（公衆衛生プログラムを含む）の役割）
3．promoting participation: community leadership for action on social determinants（参加の促進：社会的
決定要因に対する行動のためのコミュニティのリーダーシップ）
4．global action on social determinants: aligning priorities and stakeholders（社会的決定要因に対する
世界的な行動：優先度と利害関係者の調整）
5．monitoring progress: measurement and analysis to inform policies on social determinants（進捗状況の
モニタリング：社会的決定要因対策への情報提供のための測定と分析）
＜お知らせ（再）＞
「健康の社会
「健康社会研究センターのホームページの「リンク」のページ http://cws.umin.jp/link.html の中に，
的決定要因や介護予防の関連論文」コーナーを作りました．リンクすべき論文などの書誌情報と URL をお知らせ下さ
い．

ニューズレター第１４号の発行にご協力いただきましてありがとうございました．
今後とも当センターへのご支援をよろしくお願い申し上げます．
メーリングリストの配信の停止をご希望の方・ご意見・お問い合わせはこちら＜k-manami@n-fukushi.ac.jp（泉）＞までお知らせく
ださい．
ニューズレターのバックナンバーはこちら＜バックナンバー＞
発行元：健康社会研究センター http://cws.umin.jp/
（このメールは，国際シンポジウム「健康の社会的決定要因－社会疫学の可能性」
（2009 年 3 月 14 日開催）にてメール登録をご希望
いただいた方及びメーリングリスト web 登録をいただいた方に配信しています）

