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１ 主な研究成果発表 

＜論文等＞ 

① Satoru Kanamori, Yuko Kai, Katsunori Kondo, Hiroshi Hirai, Yukinobu Ichida, Kayo Suzuki, Ichiro 

Kawachi: Participation in sports organizations and the prevention of functional disability in older 

Japanese: the AGES Cohort Study PLOS ONE –in press- 

② 芦田登代，近藤克則，平井寛，白井こころ，近藤尚己，三澤仁平，尾島俊之：高齢者の健診受診と「将来の

楽しみ」，うつ，社会経済的要因との関連－AGESプロジェクト－，厚生の指標59（12)：12-21，2012.10 

③ 国際シンポジウム「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」：日本医療・病院

管理学会誌49（4）：51-53，2012.10 

④ 近藤克則監訳：HPH国際HPHネットワーク ヘルスプロモーションの病院・ヘルスサービスへの統合．社団法

人福岡医療団 千鳥橋病院，2012.10 

⑤ 近藤克則：高齢者の疫学研究と自治体の予防活動．週刊保健衛生ニュース（社会保険実務研究所）第 1683

号：35-36，2012.11.12 

 

＜学会報告＞ 

１）日本公衆衛生学会総会関連 

  〔シンポジウム関係〕 

① 近藤克則：（メインシンポジウム3地域における疾病予防研究と自治体の予防活動支援）高齢者の疫学研究と

自治体の予防活動．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.26 

② 近藤尚己，近藤克則，市田行信，狩野恵美，尾島俊之：（ミニシンポジウム7健康寿命の延伸に向けて、介護

予防10年間の歩みと今後）介護予防における健康格差評価尺度とその視覚化ツールの開発．第71回日本公

衆衛生学会総会（山口），2012.10.25 

〔一般演題（50音順）〕 

① 大浦智子，竹田徳則，近藤克則：「憩いのサロン事業」参加者の健康関連情報入手源と情報の授受：武豊プロ

ジェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.24 

② 大裏瑞穂，近藤克則，三澤仁平：関節リウマチ患者の初診時の疾患活動性における健康保険種別による格差．

第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.24 

③ 大塚理加，中出美代，山本龍生，相田潤，尾島俊之，平井寛，近藤尚己，鈴木佳代，近藤克則：地域高齢者

の低栄養・口腔機能と社会経済的地位－地域類型による違い．第 71 回日本公衆衛生学会総会（山口），

2012.10.24 

④ 甲斐裕子，金森悟，鈴木佳代，近藤克則：高齢者における抑うつと運動の社会的側面との関連:AGES プロジ

ェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.25 

⑤ 金森悟，甲斐裕子，相田潤，白井こころ，平井寛，近藤克則：参加している地域組織の種類と要介護認定:AGES

コホート研究．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.26 
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⑥ 斉藤雅茂，近藤克則，近藤尚己，鈴木佳代：生活の貧しさ（相対的剥奪）と高齢者の健康との関連;AGES プ

ロジェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.24 

⑦ 鈴木佳代，近藤克則，三澤仁平，中川雅貴：被虐待高齢者の主観的健康感とソーシャル・キャピタルおよび

SOC－JAGESプロジェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.26 

⑧ 竹田徳則，近藤克則，福島慎太郎：調査票を用いた3単語遅延再生と認知症発症要因との関連－AGESプロジ

ェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.26 

⑨ 中出美代，大塚理加，山本龍生，相田潤，尾島俊之，近藤尚己，鈴木佳代，近藤克則：地域高齢者の低栄養・

口腔機能の実態と社会経済的地位:AGESプロジェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.24 

⑩ 中村美詠子，尾島俊之，筒井秀代，村田千代栄，中出美代，鈴木佳代，近藤克則：地域の環境要因とBMIと

の関連:JAGESプロジェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.24 

⑪ 林尊弘，近藤克則，山田実，松本大輔，三澤仁平，鈴木佳代：地域居住高齢者におけるスポーツ組織への参

加と転倒歴との関連:JAGESプロジェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.26 

⑫ 平井寛，近藤克則，鈴木佳代：高齢者の外出・買い物活動の自立とバス停・買い物施設までの距離:AGES プ

ロジェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.26 

⑬ 三澤仁平，：高齢者における所得格差とうつとの関連:JAGESプロジェクトによるエコロジカル研究．第71回

日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.26 

⑭ 吉井清子，山崎喜比古，戸ヶ里泰典，三澤仁平，板垣貴志，近藤克則：SOC（首尾一貫感覚）6項目尺度の信

頼性と韻詩的妥当性の検証:AGESプロジェクト．第71回日本公衆衛生学会総会（山口），2012.10.24 

 

２）その他学会 

① 近藤克則：日本におけるリハビリテーション病院と特別養護老人ホームのケアの質の評価．延世大学・日本

福祉大学 第7回日韓定期シンポジウム「韓国と日本における保健医療のグローバリゼーション」．2012.11.17，

延世大学（韓国）． 

② 近藤克則：日本リハビリテーション医学会データマネジメント・システムの到達点と課題．第50回日本医療・

病院管理学会学術総会，2012.10.19，東京 （日本医療・病院管理学会誌49supplement：160） 

③ 伊藤美智予：特別養護老人ホームにおけるケアの達成状況に関する研究－「介護サービス情報の公表制度」

のデータを用いた分析－．第50回日本医療・病院管理学会学術総会（東京），2012.10.19，（日本医療・病院

管理学会誌49supplement：204） 

④ 伊藤大介：島嶼に住む高齢者の健康状態とソーシャル・キャピタル－島嶼と島嶼以外の地域および島嶼間比

較による検討－．第77回日本民族衛生学会総会（東京），2012.11.16 

⑤ 鈴木佳代，近藤克則，山崎喜比古，中川雅貴：社会経済的・心理社会的・ソーシャルキャピタル要因と高齢

期の健康：JAGESデータを用いたライフコース分析．第85回日本社会学会大会（札幌），2012.11.3 

 

＜講演等＞ 

① Katunori Kondo: Special Presentation: JAGES-HEART(Collaborative work of Urban Health Metrics). 

Sixteenth Meeting of the Advisory Committee of the WHO Centre for Health Development (ACWKC), 14 

November 2012, Kobe. 

② 近藤克則：講演「地域診断に基づく戦略的な地域づくりと介護予防の推進～介護予防webアトラスを活用し

た市域診断～」高齢者の居場所と出番をつくるこれからの介護予防．第96回市町村職員を対象とするセミナ

ー，2012.11.16，東京 

③ 近藤克則：講演「健康の社会的決定要因と社会環境への介入を考える」．第1回地域保健事業関連研修「健康

の社会的決定要因と社会環境への介入を考える」研修．2012.11.14，神戸 

④ 近藤克則：講演「医療の『見える化』で国民的合意形成を」．医療福祉生協連トップセミナー，2012.9，東京  
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 ＜マスコミでのコメント＞ 

   ・AGES調査の分析結果が紹介されました． 

「社会環境への働きかけは不可欠“健康格差”の実態を知る」ヘルスアップ21（336）：22-23，2012.10 

 

・Kawachi教授やJAGESの研究成果が紹介されました． 

“Seniors Engaged Pursuing Sports to Culture Living Longer” 

こちら↓（再掲）

http://www.bloomberg.com/news/2012-10-04/seniors-engaged-pursuing-sports-to-culture-living-l

onger.html 

日本語版はこちら↓（新） 

 http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MBEJ6U6TTDTL01.html  

 

２ 学会・シンポジウム・研究会等のお知らせ 

・第23回日本疫学会学術総会（シンポジウム2） 

 【日 時】2013年1月26日（土）10：30-12：15 

 【場 所】大阪大学コンベンションセンター 

  シンポジウム２ 

  「高齢化社会に向けての疫学の新しい展開」 

   座長：安村誠司（福島県立医科大学医学部公衆衛生学） 

      中村好一（自治医科大学公衆衛生学） 

   演者：安田誠史（高知大学医学部医療学講座公衆衛生学） 

      藤原佳典（東京都健康長寿医療センター） 

      伊藤雅之（金貴大学医学部公衆衛生学） 

      近藤克則（日本福祉大学健康社会研究センター） 

      川上憲人（東京大学大学院医学系研究科） 

 

・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． 

  ・11月  ワーキンググループ 

【日 程】11月24日（土） 

【場 所】東京大学本郷キャンパス 

AGES研究会 

       【日 程】11月25日（日） 

       【場 所】東京大学本郷キャンパス 

  ・12月  ワーキンググループ 

       【日 程】12月9日（日） 

       【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 

AGES研究会 

       【日 程】12月16日（日） 

       【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 

  ・1月  AGES研究会 

       【日 程】1月6日（日） 

       【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 

  ・2月  AGES研究会 

       【日 程】2月11日（月） 

       【場 所】日本福祉大学名古屋キャンパス 
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  ・3月    日英国際シンポジウム 

       【日 程】3月1日（金） 

       【場 所】アルカディア市ヶ谷 

       日英国際ワークショップ 

       【日 程】3月2日（土） 

       【場 所】国立社会保障・人口問題研究所 

 AGES研究会 

       【日 程】3月3日（日） 

       【場 所】国立社会保障・人口問題研究所 

    ※シンポジウム，ワークショップにつきましては，内容が決まり次第お知らせいたします 

 

３ その他お知らせ 

厚生労働省HPから「介護予防Ｗｅｂアトラス」へのリンクがはられました． 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/index.html  

＊介護予防 Web アトラス http://www.doctoral.co.jp/WebAtlas/ は，日本福祉大学健康社会研究センターが提案

した「WEB-GIS を活用した客観的指標によるベンチマーク・システムの構築」が採択され取り組んだ平成 23 年

度厚生労働省老人保健健康増進等事業の成果物です． 

 

ニューズレター第２６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・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． 

 


