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１ プレスリリース 

「健康な街」の条件～社会関係の豊かなコミュニティでは喫煙率が6割以下～ （5月9日） 

コミュティにおける関係性の豊かさ―信頼や規範，ネットワークといった社会の特徴―を総称して，「社会関係資

本（social capital）という．一見，健康とは無関係に思えるこの社会関係資本が，健康情報の共有やストレスの

軽減をもたらすことで，地域の健康水準を向上させるのではないかと考えられている．私たちは，地域の事情に詳

しい保健師などの情報をもとに，ある小さな街に注目して，社会関係資本と健康の関連を探った．AGES プロジェ

クトによる高齢者対象のアンケート調査から，この街の住民は健康によい行動をとり，精神的・身体的な健康状態

も周辺地域に比べて良好であることが示された． 

  詳細はこちら→ http://square.umin.ac.jp/ages/press-releases/12_001.pdf  

 

２ 主な研究成果発表 

＜論文等＞ 

① Jun Aida, SV Subramanian, Naoki Kondo, Georgios Tsakos: Does social capital affect the incidence of 

functional disability in older Japanese? 1 A prospective population-based cohort study. Journal of 
Epidemiology & Community Health -in press- 

② 近藤尚己，近藤克則：「健康格差の是正」にどう取り組むか．（特集：健康増進計画の評価と「その次」次期

計画に向けて何を重視すべきか）保健師ジャーナル68（6）：468-473．2012.6 

③ 近藤克則：格差社会における健康とストレス―社会疫学の視点から．ストレス科学24（4）：309-322，2012． 

④ 平井寛：地域の潜在力を引き出す試み－愛知県武豊町「憩いのサロン」の取り組み．Aging & Health21（1）

2012.6 

 

＜学会＞ 

① 大塚理加，近藤克則，中出美代，鈴木佳代，村田千代栄，松本大輔，白井こころ：地域高齢者の健康行動と

所得の関連について－JAGES2010 8万人データによる検証－．老年社会科学34（2）：273（日本老年社会科

学会第54回大会，2012.6.10，佐久） 

② 近藤克則：講演「地域におけるソーシャル・キャピタルと健康」．IIOS 国際シンポジウム・ソーシャル・キ

ャピタルと健康～社会疫学研究の知見から島嶼地域沖縄の健康作りを考える～．2012.6.16，沖縄 

③ 伊藤美智予：認知症介護指導者研修における「個別課題」のプログラム評価．第13回認知症ケア学会大会，

2012.5.20，浜松 
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 ＜マスコミでのコメント＞ 

① NHK「くらし☆（きらり）解説」で，介護予防Webアトラスが紹介されました．（2012年5月24日午前10時

05分～10時15分） 

介護予防Webアトラス→ http://www.doctoral.sakura.ne.jp/WebAtlas/  

② 山本龍生：歯の健康と認知症との関係．キューピーニュース大第60号（2012.6.26）にてAGESデータ分析結

果が紹介されました．https://qpnews.kewpie.co.jp/ ※閲覧には登録（無料）が必要です 

③ 山本龍生：歯がないのに入れ歯を付けていない人は認知症リスクが1.9倍．週刊朝日MOOK「Q&Aでわかる『い

い歯医者』2013」2012.7.10にてAGESデータ分析結果が紹介されました． 

 

３ 受賞のお知らせ 

   第13回認知症ケア学会大会で石崎賞を受賞しました． 

   伊藤美智予：認知症介護指導者研修における「個別課題」のプログラム評価． 

 

４ 学会・シンポジウム・研究会等のお知らせ 

・介護予防WG（JAGES）・AGES研究会今後の予定 ※変更になることがあります． 

  ・7月研究会 

【日 時】7月1日（日）10：30～ 

【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 

  ・8月研究会 

    【日 時】8月2日（木）・3日（金）10：30～ 

    【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 

   ＊マルチレベルセミナー（英語のみ：講師 SV Subramanian） 

    【日 程】8月5日（日） 

    【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 

  ・9月研究会 

    【日 時】9月17日（月・祝）10：30～ 

    【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 

  ・10月研究会 

    【日 時】10月6日（土）10：30～ 

    【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 

 

 ・国際シンポジウムを開催します 

    【日 時】8月4日（土）10：00～16：40 

    【場 所】ウインクあいち 

    【内 容】介護予防・健康政策マネジメントの新潮流－社会環境や格差への着目 

  「社会疫学研究の国際動向―社会環境としてのソーシャル・キャピタルを中心に」 

   S. V. Subramanian（Harvard School of Public Health, Professor）  

  「社会疫学の政策への応用の国際動向」 

   Ichiro Kawachi（Harvard School of Public Health, Professor） 

  「介護予防・健康政策マネジメントの動向」 

   松田亮三（立命館大学産業社会学部教授） 

  「厚労科研費の研究課題に『健康の社会的決定要因』を設定した背景と課題意識」 

   厚生労働省大臣官房国際課 

  「なぜ，まちづくりによる介護予防を重視するのか」 

   大竹輝臣（厚生労働省老健局老人保健課介護保険データ分析室長） 

 



  

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

  「高齢者にやさしい街づくり・Urban HEARTの取り組みについて」 

   Amit Prasad（WHO神戸センター） 

  「JAGES HEARTの到達点と課題」 

   近藤克則（日本福祉大学社会福祉学部教授／健康社会研究センター長） 

  総合討論  コーディネーター：尾島俊之（浜松医科大学医学部教授） 

 （共 催）日本医療・病院管理学会／東海病院管理学研究会 

（共同企画）日本福祉大学健康社会研究センター／厚労科研費「健康の社会的決定要因」研究（尾島）班・「総合的

ベンチマークシステムの構築」研究（近藤）班 

（協 力）WHO神戸センター 

 

５ その他お知らせ 

・平成24年度文部科学省科学研究費新学術領域研究第1回 研究成果交流会 

「現代社会の階層化の機構理解と格差の制御：社会科学と健康科学の融合」  

シンポジウム「健康の社会的決定要因に関する教育研究拠点の現状と将来」 

近藤克則：戦略的研究基盤形成支援事業「Well-being（幸福・健康）な社会づくりに向けた社会疫学研究と

その応用」について 

【日 時】2012年7月2日（月） 

【会 場】東京大学医学部総合中央館 

 

・第42回保団連夏季セミナー 

  【日 時】2012年7月7（土）・8日（日） 

  【会 場】東京・都市センターホテル 

 

・大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生セミナー 

「日本における健康の社会決定要因」 

The Osaka Public Health Semminar : Social Determinants of Health in Japan)」 

【日 時】2012年7月28日（土）～30日（月） 

【会 場】：大阪大学吹田キャンパス コンベンションセンター 

詳細はこちら→ http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/research/120728-30chirashi.pdf 

 

・70 歳時の医療費窓口負担2 割減で健康状態改善の可能性 

医療費の窓口での自己負担割合が3割と高い69歳未満に比べ、加齢に伴い健康状態が悪化すると推定され

るにもかかわらず、実際には窓口負担が1割に下がる70歳以上では、むしろ良いことが、東大などの共同研

究で明らかになりました。世界保健機関紀要に掲載されました。 

一部で検討されている医療費の窓口負担の引き上げが、健康に悪影響を及ぼす恐れが高いことを示す研究結

果が発表されました。 

Akihiro Nishi, J Michael McWilliams, Haruko Noguchi, Hideki Hashimoto, Nanako Tamiya,Ichiro Kawachi: 

Health benefits of reduced patient cost sharing in Japan. Publication: Bulletin of the World Health 

Organization; Type: Research Article ID: BLT.11.095380 

詳細はこちら→ http://www.ghp.m.u-tokyo.ac.jp/news/4O8AWDH1H/list/ 

 

ニューズレター第２３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． 
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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・情報提供はこちら＜k-manami*n-fukushi.ac.jp

（泉）＞までお知らせください（ご連絡の際は*を@に変更して下さい）． 

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）及び，「『健康の社会的決

定要因』を巡る国際的動向」（2011年12月23日開催），国際ワークショップ「社会疫学と老年学における国際共同研究の可能性」（2012

年1月8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． 

 


