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大会長からのご挨拶

この度、第 29 回日本行動医学会学術大会を 2022 年 12 月
10 日、11 日に大阪大学大学院人間科学研究科（大阪大学吹田
キャンパス）にて開催させていただくこととなりました。
今回のテーマは、「マルチレベルの行動変容の理論と実践」と
いたしました。行動医学の対象は、各種疾患の患者個人を対象
としたものから、疾患予防のためのポピュレーションアプローチま
でマルチレベルに及ぶものであり、そこに共通したアセスメント、
介入、調査分析に関する理論と方法を提供するのが行動医学です。
例えば、COVID-19 は、疾患の治療と後遺症への対応も含む臨床での個人を対象としたアプロ
ーチ（Individual health）から、感染予防行動の増進やワクチンの受療のための公衆衛生学的ア
プローチ（Public health）において、「行動変容」がその対策で必須でした。この「行動変容」という
キーワードは、連日メディアでも使われ、重要なキーワードの一つになりました。
行動医学は、このような「行動変容」に関するさまざまな理論や実践に関するエビデンスを生み
出してきており、その社会的貢献は大きいと考えています。
本大会では、これまで行動医学で用いられてきた理論やその実践でのノウハウについて、その
適応の領域を「超えて」集合する場を設け、さらに深い議論を行うことで、それらの深化を図ってい
きたいと考えています。そこで本大会では、テーマ別の公募型演題のセッションを設けることを予定
しています。
第 27 回大会、第 28 回大会は COVID-19 の流行により、オンラインでの開催となりましたが、第
29 回大会では、再び対面での開催を目指しています。対面開催だからこその深いアカデミックな
ディスカッションを通して、行動医学のさらなる発展の機会にしていきたいと考えております。多くの
皆様のご参加をお待ちしております。
第 29 回日本行動医学会学術総会
大会長 平井 啓
（大阪大学大学院人間科学研究科・准教授）
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第 29 回⽇本⾏動医学会学術総会 概要

テ

ー

マ

マルチレベルの⾏動変容の理論と実践︓
Individual health から Public health までをつなぐ

会

期

2022 年 12 ⽉ 10 ⽇（⼟）〜11 ⽇（⽇）

会

場

⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科
（〒565-0871 吹⽥市⼭⽥丘 1-2）
5 階 51 講義室、3 階 33 講義室、1 階インターナショナルカフェ 他

⼤

会

⻑

⼤会実⾏委員会

平井 啓（⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科）
平井 啓（⼤阪⼤学）
井澤 修平（労働安全衛⽣総合研究所）
⾕⼝ 敏淳（⼀般社団法⼈ Psychoro）
中村 菜々⼦（中央⼤学）
原⽥ 和弘（神⼾⼤学）
堀内 聡（⽐治⼭⼤学）
松井 智⼦（⼤阪⼤学）

プログラム委員会

本庄 かおり（⼤阪医科薬科⼤学）
甲斐 裕⼦（明治安⽥厚⽣事業団体⼒医学研究所）
津野 ⾹奈美（神奈川県⽴保健福祉⼤学）
中尾 睦宏（国際医療福祉⼤学⼤学院）
⼤⽮ 幸弘（国⽴成育医療研究センター）
井上 彰⾂（産業医科⼤学）
松岡 弘道（国⽴がん研究センター中央病院）

⼤ 会 事 務 局

⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科内
js.behavioralmedicine2022@gmail.com

主
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⽇本⾏動医学会

共

催

⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科
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学術総会 過去大会一覧

回数

年次

テーマ

第1回

平成 6 年

ー

池見酉次郎

大会長

第2回

平成 7 年

ー

内山喜久雄

第3回

平成 8 年

ー

五十嵐正紘

第4回

平成 9 年

ー

佐藤方哉

第5回

平成 10 年

ー

谷口 洋

第6回

平成 11 年

ー

荒記俊一 (東京大学)

第7回

平成 12 年

ー

小林章雄 (愛知医科大学)

第8回

平成 13 年

ー

本郷道夫 (東北大学)

第9回

平成 14 年

ー

園田順一

第 10 回 平成 15 年

ー

下光輝一

第 11 回 平成 16 年

ー

白川太郎

第 12 回 平成 17 年

ー

野村 忍 (早稲田大学)

第 13 回 平成 18 年

ー

萱場一則 (埼玉県立大学)

第 14 回 平成 19 年 行動医学の新しい展開

横山和仁 (三重大学)

第 15 回 平成 20 年 ストレスマネジメントにおける行動医学の新たな展開

山田冨美雄 (大阪人間科学大学)

第 16 回 平成 21 年 統合医療と行動医学

乾 明夫 (鹿児島大学)

第 17 回 平成 22 年 ソーシャル・インクルージョンの行動医学

川上憲人 (東京大学)

第 18 回 平成 23 年 ライフスパンの行動医学

津田 彰 (久留米大学)

第 19 回 平成 24 年 行動医学をどう活かすのか－教育から臨床まで－

坪井康次 (東邦大学)

第 20 回 平成 25 年 行動医学の最前線 ～実践・教育・研究～

中山健夫 (京都大学院)

第 21 回 平成 26 年 新たな健康医療の基盤としての行動医学と認知行動療法

鈴木伸一 (早稲田大学)

第 22 回 平成 27 年 ストレスと行動の医学

福土 審 (東北大学)

第 23 回 平成 28 年 睡眠と行動医学

谷川 武 (順天堂大学)

第 24 回 平成 29 年 働き方の見直しと行動医学

島津明人 (北里大学)

超高齢社会に向けて生活習慣病とメンタルヘルス問題のためにできるこ
第 25 回 平成 30 年
と：臨床医学・公衆衛生学・心理学の融合

中尾睦宏 (国際医療福祉大学)

第 26 回

令和元年

行動医学の強みを活かす：領域間の連携

井上 茂 (東京医科大学)

第 27 回

令和 2 年

Work, Happiness, and Health
～今、直面している危機をどう乗り越えるか～

中田光紀 (国際医療福祉大学)

第 28 回

令和 3 年 行動医学を俯瞰する：予防から緩和ケアまで

吉内 一浩 (東京大学)

第 29 回

マルチレベルの行動変容の理論と実践：
令和 4 年
Individual healthからPublic healthまでをつなぐ

平井 啓 (大阪大学)
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アクセスマップ

大阪大学人間科学研究科へのアクセス（〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1 番 2 号）
【アクセス詳細】
＜最寄り駅からのアクセス＞
● JR 京都線「茨木」駅発、近鉄バス「阪大本部前行」で「阪大本部前」下車
【近鉄バス時刻表】
● 阪急京都線「茨木市」駅発、近鉄バス「阪大本部前行」で「阪大本部前」下車
【近鉄バス時刻表】
● 北大阪急行線「千里中央」駅発、阪急バス「阪大本部前行」又は「茨木美穂ヶ丘行」で「阪大本
部前」下車
【阪急バス時刻表】 （注）土日は 1 時間に 1 本のみ
● 大阪モノレール「阪大病院前」駅下車

4

フロアマップ

【インターナショナルカフェ】
12/10（土）ポスター
12/11（日）休憩所

玄関

【31 講義室】
12/10（土）：理事会・評議会
12/11（日）：編集委員会

【33 講義室】
12/10：（午前）オーラル
（午後）休憩所（ドリンク）

【32 講義室】

12/11：休憩所（ドリンク）

受付、クローク

【51 講義室】
開会、オーラル、総会、受賞記念講演、
大会長講演、ワークショップ、シンポジウム、
教育講演、閉会
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大会参加者へのご案内

【受付】
場 所： 3 階・32 講義室
時 間： 12 月 10 日（土） 10:00～17:30
12 月 11 日（日） 09:00～15:50
・

受付で、名札と領収書をお受け取りいただいたのち、各講演会場へ移動してください。

・

会場内では必ず名札をおかけください。

【参加費】
会 員

8,000 円

非会員

9,000 円

大学院生

4,000 円

学部生

2,000 円

・

大学院生、学部生は登録フォームで学生証をアップロードしてください。当日申し込みの場合は、受
付で学生証をご提示ください。

・

参加費は「不課税」です。クレジットカード販売価格は「税込」になっておりますが「不課税」です。

・

お支払いはクレジットカード決済のみとなります。

・

見積書・納品書・請求書の発行は行っておりません。

・

お申込者のご都合による参加費等納入後の返金はお受けしておりません。

【クローク】
場 所： 3 階・32 講義室（受付デスク横）
時 間： 12 月 10 日（土） 10:00～18:30
12 月 11 日（日） 09:00～17:00
・

貴重品や壊れやすいものはお預かりできません。

・

クロークのお荷物は、当日中、プログラム終了時間後 30 分以内にお引き取り下さい。

【休憩所】
・

12 月 10 日（土） 3 階・33 講義室（午後のみ）

・

12 月 11 日（日） 1 階・インターナショナルカフェ（IC）、3 階・33 講義室

・

3 階・33 講義室の休憩所には飲み物を置いています。
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【昼食】
会場周辺に昼食がとれる施設が少ないため、参加登録者数分の軽食を用意しております。
配布場所： 3 階・33 講義室
配布時間： 12 月 10 日（土） 12:40～ （オーラルセッションが終わり次第）
12 月 11 日（日） 12:40～
【Wi-Fi】
eduroam ID（※）をお持ちの方は、大阪大学内において edurome（無線 LAN）を利用すること
が可能です。詳細は下記をご確認ください。
https://www.odins.osaka-u.ac.jp/wireless/eduroam-2/
（※）edurome に加盟している機関の構成員で、予め ID を取得した場合のみ利用できます。
【拾得物】
・

拾得物は、受付までお届けください。受付でお預かりします。

【取得単位について】
・

本学会では取得できる専門医・認定医等の単位はありません。

【新型コロナウイルス感染症対策について】
・

会場内では常にマスクを着用し、大きな声での会話は控えてください。

・

検温、手指消毒、手洗いにご協力ください。

・

参加者間の距離を保つよう心掛けてください。

・

発熱や風邪等の症状がある方、体調がすぐれない方は、参加をお控えください。

・

発表者で急きょ参加できなくなった方は実行委員会（※）までご連絡をお願いいたします。
（※）js.behavioralmedicine2022@ gmail.com

・

飲食中は会話を控え、会話の際にはマスクを着用してください。

【会場内でのご注意】
・

大阪大学吹田キャンパス内は禁煙です。

・

会場内での録音・録画・写真撮影は禁止します（関係者の記録用を除く）。

・

講演中は、携帯電話をマナーモードにするか電源をお切りください。

【大会事務局連絡先】
js.behavioralmedicine2022@gmail.com
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座長と発表者へのご案内

座長へのご案内
・

セッション開始 5 分前までに、各会場の座長席までお越しください。

・

アナウンスはいたしませんので、所定の時刻に各発表を開始ください。

・

座長の役割は科学的議論を深めることです。

・

テーマティックセッション（オーラル）では 24 分間の全体討論が設けられています。全体討論の冒頭
にてそれぞれの発表者にコメントや質問をいただき、ご担当のテーマにおいて、今後の研究や実践の
方向性を深める議論をお願い致します。

・

限られた時間内で発表が円滑に進行するようにご配慮ください。テーマティックセッションでは、タイムキ
ーパーがサポートいたします。

・

その他の詳細については事前、または会期中に、打ち合わせ等にて演者とご相談ください。

講演、シンポジウム発表者、テーマティックセッション（オーラル）発表者へのご案内
(1) 発表時間について
・

講演時間、シンポジウム発表時間は座長の指示に従ってください。

・

演題発表開始 5 分前までに、各会場の次発表者席までお越しください。

・

テーマティックセッション（オーラル）の発表時間は 12 分です。また、セッション内の発表が終わった後
に、全体討論の時間が 24 分設定されています。発表後は全体討論が終了するまでご参加ください。

(2) COI（利益相反）に関する開示などについて
・

すべてのセッションでご発表時に必ず既定の COI に関するスライドを呈示してください。
（詳細は、学会ホームページ http://www.jsbm.jp/tomem/coi.html 参照）

・

テーマティックセッション（オーラル）発表者は、あわせて、発表時に倫理的配慮について具体的な
内容に言及してください（倫理委員会の承認、文書同意、口頭同意など）。

(3) データ作成について
・

発表には、原則、会場に設置した Windows パソコンを使用してください。

・

会場の Windows（Ver.11）パソコンには、Windows 版 PowerPoint2016 がインストールされ
ています。

・

パソコンの操作は演台にてご自身で行ってください。

・

事前に動作確認をしたい場合は、セッション開始前までに会場にお越しください。

・

文字フォントは PowerPoint に設定されている標準的なフォントをご使用ください。

・

発表ファイルは発表前日までに下記のサイトからアップロードしてください。
https://www.dropbox.com/request/STOdUcNurElW44YCC2SW
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アップロードする際は、ファイル名を、【名前＋セッション（シンポジウム等）】としてください。
（例）山田太郎テーマティックセッション（オーラル）.ppt
一度提出した後に、修正したファイルをアップロードする場合は「（修正）」をファイル名の後ろにつけ
てください。
・

Macintosh で作成されたデータは、必ず事前に Windows で動作確認をしてからアップロードしてく
ださい。

・

動画・音声を使用する場合は、あらかじめ大会事務局までご相談ください。当日のお申し出には対
応できない場合がございます。

・

発表データは事前にご登録いただきますが、念のため、USB フラッシュメモリ等に保存してご持参くださ
い。

(4) その他
・

詳細については、座長等との事前メール連絡、または会期中の打ち合わせ等でご確認ください。
それら以外でご質問がある方は大会事務局（※）までお問合せください。
（※）js.behavioralmedicine2022@gmail.com

テーマティックセッション（ポスター）発表者へのご案内
(1) 発表時間について
・

発表者在席時間の中で、セッションの座長が各ポスターを巡回し、3 分の発表並びに質疑応答をお
こないます。発表の開始、終了については座長の指示に従ってください。

(2) COI（利益相反）に関する開示について
・

発表ポスターに必ず既定の COI について呈示してください。
（詳細は、学会ホームページ http://www.jsbm.jp/tomem/coi.html 参照）

(3) 倫理的配慮について
・

発表時に倫理的配慮について具体的な内容で言及してください。
（例）倫理委員会の承認、文書同意、口頭同意など。

(4) 掲示・発表・撤去時間
・

ポスター掲出時間

12 月 10 日（土）13：00 までに指定されたボードにポスターを掲出

・

ポスター掲示時間

12 月 10 日（土）13：00～18：00

・

発表者在席時間

12 月 10 日（土）16：50～18：00

・

撤収

12 月 10 日（土）18：00～18：30
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(5) ポスター作成および掲示要領
・

ポスターボードのサイズ: 横 900×縦 2000 mm （A0 サイズまで掲示可能）

・

画鋲は会場に用意してあります。

・

ポスターボードには、予めポスター番号票が掲示されていますので、ご自身のポスター発表番号の場
所に、指定された時間までにポスターを掲出してください。

優秀演題賞の表彰について
・

テーマティックセッション：オーラルおよびポスターの中から「優秀演題賞」を選考します。

・

表彰式は、12 月 11 日（日）の閉会の辞の折に執り行いますので、受賞者はご参加ください。

・

受賞者には、12 月 11 日（日）15 時 30 分までに受賞の旨をメールにてご連絡します。
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タイムテーブル

2022年12月10日（土）
時間

受
付

会場１
（5F・51講義室）

会場２
（3F・33講義室）

ポスター会場・休憩室
（1F・インターナショナルカフェ）

【テーマティックセッション：オーラル】
（テーマ２）環境要因と健康

（～13:00）

委員会
（3F・31講義室）

10:00
10:30-10:40

開会の辞

10:40-11:40

【テーマティックセッション：オーラル】
（テーマ１）身体疾患・身体要因

ポスター掲出
11:40-12:40

【テーマティックセッション：オーラル】
（テーマ３）労働者のメンタルヘルス

【テーマティックセッション：オーラル】
（テーマ４）メンタルヘルスと認知機能

12:40-12:50

12:50-13:50

12:50~13:50

休憩 ／ 昼食

【理事会・評議会】

13:50-14:00
参
14:00-14:30 加
受
付
14:30-15:00

【総 会】

【内山記念賞・受賞講演】

15:00-15:10

休 憩

15:10-15:40

【大会長講演】

15:40-16:40

【テーマティックセッション：オーラル】
テーマ5：身体活動・身体要因

16:40-16:50

休 憩

ポスター掲示

16:50-18:00

【テーマティックセッション：ポスター】

18:00-18:30

ポスター撤収
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2022年12月11日（日）
時間

受
付

休憩室

会場１
（5F・51講義室）

（3F・33講義室/
1F・インターナショナルカフェ）

委員会
（3F・31講義室）

09:00
【ワークショップ】
09:30-10:30

（研究推進委員会・実行委員会企画）

機械学習の行動医学領域における適用例とPythonを用いたデータ解析実践
10:30-10:40

10:40-12:40 参
加
受
付

休 憩

【シンポジウム】
マルチレベルでの行動医学の展開と課題

12:40-13:40

休憩 ／ 昼食

13:40-14:40

（教育研修委員会企画）

12:40~13:40

【編集委員会】

【教育講演】
尺度研究における質向上のためのCOSMINガイドライン
14:40-14:50

休 憩

14:50-16:20

（将来構想委員会・若手の会企画）

【ワークショップ】
論文執筆が進まない貴方へ朗報！行動医学論文の書き方教えます！

16:20-16:30

優秀演題賞表彰式・閉会の辞
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プログラム

＜大会長講演＞ 12 月 10 日（土）15:10-15:40 ［5F・51 講義室］
座長：大塚 泰正 （筑波大学人間系）
演者：平井 啓（大阪大学大学院人間科学研究科）
演題「がん医療におけるマルチレベルでの行動医学の展開」
＜シンポジウム＞ 12 月 11 日（日）10:40-12:40 ［5F・51 講義室］
「マルチレベルでの行動医学の展開と課題」
座長：岡 浩一朗（早稲田大学スポーツ科学学術院）
平井 啓（大阪大学大学院人間科学研究科）
S-1

蓮尾 英明（関西医科大学心療内科学講座）
「行動療法の在宅への展開とその工夫」

S-2

森崎 菜穂（国立研究開発法人国立成育医療研究センター社会医学研究部）
「医療者と妊婦の双方の行動変容の取り組み例 ～妊娠中体重増加のエビデンス作りとその実
装～」

S-3

井上 茂（東京医科大学公衆衛生学分野）
「身体活動の推進における個別アプローチと集団アプローチ」

＜教育研修委員会企画 教育講演＞ 12 月 11 日（日）13:40-14:40 ［5F・51 講義室］
演者：土屋 政雄（株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント）
演題「尺度研究における質向上のための COSMIN ガイドライン」
＜内山記念賞・受賞講演＞ 12 月 10 日（土）14:30-15:00 ［5F・51 講義室］
演者：高橋 則晃（国際医療福祉大学大学院 医学研究科・国立がん研究センター）
中尾 睦宏（国際医療福祉大学医学部）
演題「肺がん検診受診率に関連する市区町村の社会的背景因子：全国規模の生態学的研究」
＜将来構想委員会・若手の会企画 ワークショップ＞ 12 月 11 日（日）14:50-16:20
［5F・51 講義室］
企画：岡村 尚昌（久留米大学文学部心理学科）
滝澤 宏和（埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科）
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座長：矢島 潤平（別府大学文学部人間関係学科）
滝澤 宏和（埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科）
話題提供：中田 光紀（国際医療福祉大学大学院医学研究科）
話題提供：濱口 豊太（埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科）
テーマ「論文執筆が進まない貴方へ朗報！行動医学論文の書き方教えます！」
＜研究推進委員会・実行委員会企画 ワークショップ＞ 12 月 11 日（日）9:30-10:30
［5F・51 講義室］
座長：西 大輔（東京大学大学院医学系研究科精神保健分野）
演者：渡辺 和広（北里大学医学部公衆衛生学）
演題「機械学習の行動医学領域における適用例と Python を用いたデータ解析実践」
＜テーマティックセッション：オーラル＞
（1 題 12 分×3 題＋討論 24 分）
テーマ 1：身体疾患・身体要因 12 月 10 日（土）10:40-11:40 ［5F・51 講義室］
座長：中尾 睦宏（国際医療福祉大学医学部）
O1-1

町田 征己（東京医科大学公衆衛生学分野）
「予防接種レディネス尺度:7C のカットオフ値の検討」

O1-2

土井 理美（東京医科歯科大学政策科学分野）
「生体腎移植ドナーにおける移植後に対する不安の実態～移植手術前後での比較～」

O1-3

筒井 順子（田園調布学園大学人間科学部心理学科）
「月経前症状に対する市販薬使用の有無と職務パフォーマンスの関連性」

テーマ 2：環境要因と健康 12 月 10 日（土）10:40-11:40 ［3F・33 講義室］
座長：本庄 かおり（大阪医科薬科大学）
O2-1

大塚 泰正（筑波大学人間系）
「孤独を連想する用語についての検討～職場における孤立・孤独化過程の検討（8）～」

O2-2

落合 由子（独法人労働者安全機構労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究
センター）
「過去 6 か月間の労働時間状況とその後の睡眠状態との関連～JNIOSH コホート研究～」

O2-3

井澤 修平（労働安全衛生総合研究所産業保健研究グループ）
「職場環境改善とメンタルヘルスの関連：大規模データを利用した職種ごとの検討」
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テーマ 3：労働者のメンタルヘルス 12 月 10 日（土）11:40-12:40 [5F・51 講義室]
座長：中田 光紀（国際医療福祉大学大学院医学研究科）
O3-1

服部 厚雄（筑波大学働く人への心理支援開発研究センターライフキャリア相談室）
「パワーハラスメント目撃者のコーピング，アサーションおよび身体活動と抑うつとの関連」

O3-２

津野 香奈美（神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科）
「労働時間や睡眠時間と他者に対する無礼な態度との関連：前向きコホート研究

O3-３

平井 啓（大阪大学人間科学研究科）
「高ストレス者に対するテーラード・ストレスマネジメント教育介入の効果検証」

テーマ 4：メンタルヘルスと認知機能 12 月 10 日（土）11:40-12:40 [3F・33 講義室]
座長：島津 明人（慶応大学総合政策学部）
O4-1

三島 菜乃（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「大学生における主観的認知機能尺度の信頼性・妥当性の検討」

O4-２

町田 規憲（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「感情制御とタスク処理に関する実行処理の測定の試み～生態学的瞬間記録法を用いた
信頼性・妥当性の検討～」

O4-３

石川 律（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「行動活性化療法の手続きが脳機能の変化に与える影響に関する文献展望」

テーマ 5：身体活動・身体要因 12 月 10 日（土）15:40-16:40 [5F・51 講義室]
座長：岡 浩一朗（早稲田大学スポーツ科学学術院）
O5-１

福西 厚子（東京医科大学公衆衛生学分野）
「通勤における代表交通手段を尋ねることで、活動的通勤者を判別できるか」

O5-２

渡辺 和広（北里大学医学部公衆衛生学）
「身体活動とメンタルヘルスに関するモバイルヘルスサービスに対する労働者の認識：質的研
究」

O5-３

天笠 志保（帝京大学大学院公衆衛生学研究科）
「高齢者における性・年齢別の歩数の実態」

＜テーマティックセッション：ポスター＞ 12 月 10 日（土）16:50-18:00
[1F・インターナショナルカフェ]
（3 分のプレゼンテーションと討論）
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テーマ 1：ストレス
座長：岡村 尚昌（久留米大学文学部心理学科）
P1-１

石田 陽子（株式会社心陽）
「自覚および他覚所見による睡眠診断と行動変容で叶える BPS ヘルスプログラムの提案」

P1-２

森石 千尋（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「慢性ストレスの変化を測定する指標としての爪コルチゾールの妥当性の検討」

P1-３

松岡 雅子（川村学園女子大学大学院人文科学研究科心理学専攻）
「ストレスとセルフ・コンパッションが援助要請スタイルに及ぼす影響」

テーマ 2：認知行動的アプローチ
座長：堀内 聡（比治山大学現代文化学部）
P2-１

西原 希里子（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「中学高校生におけるアレキシサイミア傾向と行動活性化の程度が抑うつ症状に及ぼす影響」

P2-２

七森 真央（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「日常生活下の社交場面における自己注目の誘発要因」

P2-３

田中 茉優（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「親子相互交流療法が親子間の相互作用の変容過程に及ぼす影響」

テーマ 3：労働・職場
座長：井上 彰臣（産業医科大学）
P3-1

神野 遥香（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「がんサバイバーの就労支援制度の利用による就労に関する心理社会的困難の差異」

P3-２

土井 理美（東京医科歯科大学政策科学分野）
「父親における職場と地域のソーシャル・キャピタルと産後のうつ・不安との関連に関する縦断調
査」

P3-３

竹田 光輝（早稲田大学大学院人間科学研究科）
「うつ病休職者の復職までの期間による職場復帰の困難感の関連要因の差異」

テーマ 4：身体活動・高齢者
座長：菊池 宏幸（東京医科大学公衆衛生学分野）
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P4-１

吉田 夏海（帝京大学院公衆衛生学研究科）
「成人における心理的要因と運動の実施に関する文献レビュー」

P4-２

原田 和弘（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
「学齢期の運動の好き嫌いの記憶と高齢者の運動行動との関連」

P4-3

錦谷 まりこ（九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター）
「スマートフォン等情報通信技術を活用する高齢者の孤立・孤独や行動の特徴について」

P4-4

金子 あゆみ（比治山大学現代文化研究科臨床心理学専攻）
「Clutter Image Rating 日本語版の得点とため込みの関連」

P4-5

Jeon Minsoo（Chungnam National University Hospital）
「Effects of training using Ankle Stretcher on the balance and gait ability of
the elderly: a randomized controlled study.」

テーマ 5：ヘルスリテラシー
座長：大矢 幸弘（国立成育医療研究センター）
P5-1

鹿野 あすな（北里大学医療系研究科）
「オンライン診療において好印象を抱く医療者の表情：機械学習モデルを用いた検討」

P5-２

武田 龍一郎（宮崎大学安全衛生保健センター）
「医学教育がヘルスリテラシーと健康リスク認知方略に及ぼす影響」

P5-３

平井 啓（大阪大学大学院人間科学研究科）
「新型コロナウイルス感染症のヘルスリテラシーとワクチン 3 回目接種経験・意向との関連」

P5-４

Jeong Yewon（Sejong Chungnam National University Hospital
「Perception of human papilloma virus (HPV) vaccination during the
COVID-19 pandemic」
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抄録集

18

大会長講演

がん医療におけるマルチレベルでの行動医学の展開
大阪大学大学院人間科学研究科
平井 啓
行動医学は、さまざまな疾患を有する個人の行動変容を目指す個人を対象としたアプロ
ーチ（Individual health）から、疾患予防のための公衆衛生学的アプローチ（Public health）
までのマルチレベルに展開する学問領域であり、マルチレベルに共通する理論と方法論を
提供する。マルチレベルを大きく 2 つに分けると、個人を対象とした治療とケアを提供す
るレベルと、集団を対象とした予防を目的としたレベルとなる。さらにその対象として、精
神障害・疾患と身体疾患の２つの領域がある。それぞれの領域において用いられる多くの行
動医学が提供する理論と方法論は共通している。行動医学は、理論としては、Transtheoretical model や Health belief model 等の行動変容の理論、そして認知論・行動論が基
盤となり、方法論として、アセスメント、認知行動療法などの介入技法、さらに疫学や調査
研究手法を提供するものである。これらに加えて行動経済学などの意思決定に関する理論
を取り入れ、さらに発展しようとしている。特に COVID-19 の感染流行下においては、疾
患の治療と後遺症への対応も含む臨床での個人を対象としたアプローチ（Individual health）
から、感染予防行動の増進やワクチン接種のための公衆衛生学的アプローチ（Public health）
において、
「行動変容」がその対策で必須となった。
演者はこれまで、主にがん医療の分野において、個人を対象とした認知行動療法に基づく
介入プログラムの開発から、がん検診受診の行動変容に関する研究までマルチレベルの研
究プロジェクトに参画する機会を得てきた。
「がん患者への認知行動療法に基づく介入プロ
グラム開発に関する研究」では、がん患者を対象とした問題解決療法プログラムの開発とそ
の有効性の検証を行った。
「がん検診受診の行動変容に関する研究」では、地域における対
策型がん検診（乳がん検診・大腸がん検診）の受診率向上を目指し、個人の認知・行動特性
に基づくセグメンテーションとそれに対応したテーラード・メッセージによる受診勧奨の
地域介入研究を行った。また、この２つのレベルの中間となるプロジェクトとして、
「治療
と職業生活の両立におけるストレスマネジメントに関する研究」プロジェクトを立ち上げ、
医療現場と職域にまたがる身体疾患を経験した患者・労働者のメンタルヘルスの問題が生
じるメカニズムを明らかにし、ストレスマネジメントの具体的な方法として心理教育教材
と研修プログラムの開発を行ってきた。
これらのマルチレベルのプロジェクトに参画して得た知見としては、マルチレベルであ
ってもコアとなる理論は共通しており、例えば認知論・行動論が、すべてのレベルの行動変
容のモデルを考える上での基盤となり、共通する理論を異なるレベルにおいて適用するこ
とで理論自体の発展が可能になると考えている。一方で、個人レベルのアプローチの有効性
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が示されたとしても、それを集団に適用したり、政策として「均てん化」したりするために
は、マンパワーや時間などのコストの問題によって実装が難しくなることがある。また、が
ん検診の受診率向上のように公衆衛生学的な観点で必要な施策であり、自治体がその必要
性を呼びかけたとしても、最終的に「がん検診を受ける」という選択をするのは個人の意思
の問題となり、そのレベルまで政策の意義を落とし込むことは難しいと感じている。
しかし、IT 化・AI 化などの「デジタルヘルス」が進展してきたことで、そこでのノウハ
ウを行動医学にとりいれることによって、行動医学の理論と方法論をさらに発展させ、より
社会の健康課題の解決に有効なマルチレベル・アプローチを行うことが可能になるのでは
ないかと考えている。そこで、本講演ならびに本学会では、このようなマルチレベルでの行
動医学の発展の可能性について議論していきたいと考えている。
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シンポジウム（S-1）
行動療法の在宅への展開とその工夫
蓮尾英明
関西医科大学心療内科学講座
現代は、ストレス関連疾患や生活習慣病などにみられるように、医療者が病院で一方的に治療
を提供するのみでは本質的に解決が得られない疾患が増えている。そこで、家族の生活の中心で
ある在宅にて心身のセルフコーピングを実践できるような医療システムが求められている。一
方、課題として、臨床で確立した治療・アプローチを集団、公衆衛生に展開していく難しさがあ
る。
われわれは、医療機関において、行動療法の一つである、普段は気づかない生理指標（脈拍、
呼吸数、筋緊張など）を計測し「視覚的」にフィードバックすることで心身を調整するバイオフ
ィードバック療法に取り組んできた。近年は、医療機関でこの治療・アプローチの導入を行い在
宅で実施を行う在宅心身モニタリングといった、病院と在宅との連携型医療システムの開発に取
り組んでいる。現在までに行った研究では、共鳴呼吸法を用いたバイオフィードバック療法に
て、がん患者の家族介護者の QOL と睡眠、がん患者の不眠への短期効果と、セルフコーピングと
しての高い実施可能性を認めている。これらの研究では、個別化医療として共鳴呼吸法を個人内
で最適化できるように工夫しており、開始直後から効果発現を「体験的」にフィードバックでき
るようにした。
バイオフィードバック療法による行動変容を家族・スモールコミュニティレベルへ展開できた
要因として、「デジタルヘルス」の進展が大きい。「デジタルヘルス」の活用において、初期学
習の強化と馴化への対策が重要である。われわれは、初期学習の強化として、日常臨床+αとして
できる「視覚的」・「体験的」気づきを用いたフィードバック研究を行っている。この気づき
は、治療・アプローチへの期待度を高めることで治療効果を高めていた。
この行動医学を地域といった公衆衛生レベルに展開するには多くの課題がある。当日は、連携
型医療システムの一般化を目指した工夫等の紹介を中心に、今後のマルチレベルの行動医学の展
開についてディスカッションできる場としたい。
発表内容は発表者の所属機関の医学倫理委員会で承認を得た研究である。発表者の利益相反開
示事項はない。
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シンポジウム（S-2）
医療者と妊婦の双方の行動変容の取り組み例
～妊娠中体重増加のエビデンス作りとその実装～
森崎菜穂 1)
１）国立成育医療研究センター社会医学研究部
日本では、戦後より数々の母子保健分野の取り組みにより、周産期死亡率や乳幼児死亡率は低下
し、現在でも世界最高レベルを維持している。一方で、低出生体重児率は 1970 年台までは他の指標同
様に低下していたが、1979-80 年からは上昇し近年も高止まり状態が続いていた。この問題の根底に
は、日本における低出生体重増加の要因や長期的影響、さらにはその解決に資するエビデンスがな
い、ということがあると筆者は考え、エビデンスづくりとその実装を試みたので、紹介する。
①日本における低出生体重増加の要因の把握
低出生体重増加の要因として様々な要因が提唱されていたが、筆者は、若い女性のやせの増加は韓
国やベトナムなどいくつかのアジアの国々でも起きていること、医学的介入による分娩、妊娠年齢の
高齢化や多胎妊娠の増加は多くの先進国で見られることであること、しかしいずれの国でも日本と同
じように平均出生体重の低下を認めていないことから、主問題点は別にあると考え、数々のデータか
ら日本人に特異的なのはやせ女性における体重増加量が他の国と比べて大幅に少ない事であることを
報告した。また、その中で、体重増加量過少の問題は、ガイドラインが適切ではない可能性が高いこ
と、また妊婦自身も定められているよりも更に体重増加を抑えたほうが母児の健康に良いと考えてい
る傾向があること、医療者側と妊婦側の双方に問題があることを指摘した。
②低出生体重増加の長期的影響の把握
海外では出生体重と様々な長期的予後の関連が報告されてきて久しいが、日本からは目立った報告
はなかった。そこで、様々な健康指標と相関することが注目されている成人身長に注目し、低出生体
重児が増加しだした世代以後の平均成人身長が低下していること、また出生体重が低く生まれた女性
では将来の疾病リスクが高いことを報告した。
③低出生体重増加問題の解決策の実装①
低出生体重増加が近い将来、日本の成人人口にも健康課題として寄与する可能性があることや、妊
娠中の指導の改変によりその問題が解決する可能性が示唆されたことから、社会的にも解決策の提示
が求められるようになった。そこで、日本産科婦人科学会の一員として、妊娠予後を最適化する妊娠
中体重増加を算出する機会をいただいた。結果的にこの指針は新しい「妊産婦のための食生活指針」
にも反映された。
④低出生体重増加問題の解決策の実装②
また、大幅に改訂された指針に医療者と妊婦が従いやすいように、日本初の「妊娠中の体重増加曲
線」を作成した。妊婦健診での栄養指導の現場に活用されたり、母子手帳の副読本に掲載され保健指
導現場で活用されたり、妊婦が目にするメディアに掲載されるなどしている。エビデンスを使い形で
提供することで、医療者および妊婦の双方が指針改定に戸惑わず、行動変容に移せたのではないかと
期待している。
本講演で発表する研究はすべて研究計画を倫理委員会に承認、あるいは承認不要の判断を行われて実
施しています。講演者に利益相反はありません。
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シンポジウム（S-3）
身体活動の推進における個別アプローチと集団アプローチ
井上茂
東京医科大学公衆衛生学分野
健康日本 21 において歩数の増加が目標として掲げられているが、国民健康・栄養調査によれば
2000 年頃より日本人の歩数は減少傾向にある。この間、特定健診・特定保健指導等の事業も行われて
きたが、減少傾向を増加傾向に転じさせるには至っていない。このような状況にあって、身体活動支
援環境の改善や、デジタル介入を用いた行動変容に期待が集まっている。
過去の身体活動研究の動向を俯瞰してみると、1990 年代までは個人を対象に、行動変容理論を活用
した介入研究が行われていた。2000 年頃より地域環境に着目した研究が増加し、2015 年ころより通信
可能な加速度計や、スマートフォン等の ICT 機器を用いた研究が盛んになってきている。
著者自身は 1990 年代後半に研究をはじめ、当時は行動心理学の理論に基づいた研究に関心を持って
いた。トランスセオレティカルモデル（ステージモデル）、目標設定、セルフモニタリング、刺激統
制、オペラント強化、脱落防止といった手法を用いて、個人あるは小グループを対象にした介入研究
を行った。行動心理学の理論に基づいた介入は効果的だったが、コスト面での課題（特に介入に多く
の人的資源が必要なこと）から集団全体を変えるには不十分と考えるようになった。ちょうどその
頃、米国を中心に身体活動支援環境、特に自宅近隣の建造環境に関する研究が活発になり、環境と身
体活動との関連に関心を持つようになった。“ウォーカビリティ”という言葉は歩くのに適した環境
を意味する言葉だが、象徴的であり、現在では一般にまで普及しつつある。他分野においても健康の
社会的決定要因を探求する社会疫学が盛り上がりを見せている。今や、ヘルスプロモーションは、不
健康行動や疾病の原因となる“社会の在り方”がターゲットになっている。身体活動の領域でも健康
日本 21（第二次）に環境整備の目標が設定されている。現在、身体活動ガイドラインの改訂作業が進
められているが、その中で「身体活動支援環境に関するインフォメーションシート」をまとめている
ところである。
本シンポジウムのテーマと関連付けて、上記のような身体活動研究の変遷を眺めてみると、身体活
動の推進に関する研究は、必ずしも個人を対象とした行動変容理論や介入手法を広く社会に実装する
という手順を踏んで進んできたわけではない。視点を変えると、公衆衛生的アプローチは、①集団を
個人の集まりと考えるのか、②それとも集団を集団のまま考えるのか、で多少異なるように思われ
る。前者が、個人を想定して、特定の介入手法を広く「いきわたらせる」にはどうすればよいのか、
という問題なのに対して、後者は集団そのものにどう影響を及ぼすことができるのかという問題にな
る。デジタルヘルスは前者の課題に対して、介入手法のみならずコスト面での解決策を提供するかも
しれない。さらに、前者の視点と、後者の視点のつながりを有機的に整理できれば、公衆衛生的アプ
ローチがより有効に機能するかもしれない。
本発表について利益相反関係にある企業等はありません。
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教育講演
尺度研究における質向上のための COSMIN ガイドライン

土屋政雄
株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント
行動医学の知識と技術を研究および実践する際に、現状では構成概念の評価が果たす役割は大
きい。特に、痛みや生活の質、不安や抑うつ症状等の構成概念の評価法として、対象者による自
己報告尺度が一般的に用いられている。医学分野では、患者の健康状態は患者自身の直接的な報
告から情報を得て、修正や解釈を介さない尺度のことを患者報告式アウトカム尺度（PatientReported Outcome Measure: PROM）と呼ぶ。また、PROM が備えるべき測定指標の質の側面のこと
を測定特性と呼ぶ。
PROM を評価し選択するための指針として COSMIN（COnsensus-based Standards for the
selection of health Measurement Instruments）がある。COSMIN とは PROM を含む健康関連尺度
の選択に関する合意に基づく指針であり、2010 年に発表されて以来、2018 年の改訂を経て、研究
のデザイン立案や報告などの異なる目的に応じたチェックリストが開発されてきている（Mokkink
et al., 2018）。COSMIN チェックリストを用いた PROM の系統的レビューや尺度作成論文は増えて
おり、例えば系統的レビューのための COSMIN ガイドライン論文（Prinsen et al., 2018.
Quality of life research, 27, 1147-1157.）を引用した文献数は、Google Scholar で 1,120 件
にのぼる（2022 年 10 月時点）。系統的レビューやメタアナリシスの際に用いられる PRISMA 声明
の拡張版としての PRISMA-COSMIN も開発中であり、COSMIN で示された測定特性の評価方針は、今
後の尺度研究の評価ではますます重要な考え方になることが予想される。
本講演では、研究デザイン立案時に特に準備しておくべき測定特性を中心に概説し、2018 年の
COSMIN 改訂により特に重要性が際立った内容的妥当性について解説を行うことで、COSMIN ガイド
ラインの動向を紹介する。今後尺度開発や翻訳版作成、測定特性の研究を考えている研究者の役
に立つ情報提供を目指す。
倫理的配慮:すべて公開されている情報を元にしているため該当せず
利益相反（COI）:演者は株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメントに雇用されている
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将来構想委員会・若手の会企画ワークショップ
論文執筆が進まない貴方へ朗報！行動医学論文の書き方教えます！
『企画』
岡村尚昌 1)、滝澤 宏和 2)3)
『話題提供者』
中田光紀 4)、濱口豊太 2)
『司会・座長』
矢島潤平 5)、滝澤 宏和 2)3)
１）久留米大学 文学部心理学科
２）埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科
３）新座病院 リハビリテーション科
４) 国際医療福祉大学大学院 医学研究科
５）別府大学 文学部人間関係学科
本企画は将来構想委員会と若手の会の合同で、若手の研究者・臨床家を対象に行動医学の視点
から研究・教育・臨床を支援することを目的とした企画を毎年開催しています。前年度までは、
デザイン構築の方法から行動医学における臨床・研究・教育の実際についての講義をベテランの
先生方から実施して頂きました。特に昨年・一昨年では新型コロナウイルスの影響によるオンラ
イン開催であったため、対面での開催が難しく若手同士の交流の機会が得にくいなどの問題に対
して、若手ならではの困りごとの相談会なども開催しました。今年度は対面形式での学会開催と
いうことでより多くの方々とのご意見を交えるために、若手の多くが悩みを抱えている『論文執
筆』をテーマにさせて頂きました。論文執筆を進めているが中々進まない大学院生や若手研究者
のために、ベテラン研究者より論文執筆のためのコツを伝授していただきたいと思いこの企画を
立案いたしました。
本企画では、『話題提供者』として、国際医療福祉大学大学院の中田光紀教授と埼玉県立大学
大学院の濱口豊太教授の 2 名より、論文執筆を実施していく上で先生方が実践している内容や時
間活用方法、アクセプトのためのテクニック、若手研究者たちが直面していると思われる悩みや
その解決法・提案などについて講義を頂戴できればと考えております。
若手の会は、若手研究家や臨床家だけでなく、中堅やベテランの先生、大学院生や学部生など
幅広い方に参加して頂きたいと考えております。会場で活発な意見交換をして頂くことで、若手
の育成を進めるとともに、今後の日本行動医学会の更なる活性化に繋がればと思います。
若手の会の企画について記載すべき利益相反はありません。
※ 若手、中堅・ベテランは、自主申告制としますが、下記を目安としております。
・若手
… 研究歴（博士号取得後）or 臨床歴：10 年未満
・中堅・ベテラン … 研究歴（博士号取得後）or 臨床歴：10 年以上
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研究推進委員会・実行委員会企画ワークショップ
機械学習の行動医学領域における適用例と Python を用いたデータ解析実践
渡辺和広 1)
１）北里大学医学部公衆衛生学
機械学習 (machine learning)、あるいは深層学習 (deep learning) は、コンピューターサイエンス
におけるいわゆる人工知能 (artificial intelligence) の一部として、これまで人間が行ってきた一
部の機能 (例：分類、判別、予測) を代替するものとして発展してきた。機械学習の統一された定義は
存在しないが、おおむね、経験 (データ) を利用して、特定のタスクを行うパフォーマンスを高めてい
く手法 (Mitchell, 1997) であると理解されている。膨大なデータから必要な情報を効率よく抽出し、
画像、継時データ、あるいは自然言語処理に高いパフォーマンスを発揮することが報告されている。
これらの手法は、行動医学をはじめとする健康科学領域において急速に普及している。例えば、身
体活動、睡眠、あるいは位置情報等のデジタルデータを日常生活の中で継続的に収集し、機械学習や
深層学習の技術を活用して個人の抑うつの水準をモニタリングする手法に関する研究は、いずれのデ
ジタルデータも 10 本以上の文献によって検証されており、既に系統的レビューが行われる段階にある
(De Angel et al., 2022)。また、これらの手法を用いた技術はスマートフォンアプリケーション等の
デジタルデバイスを用いて介入プログラムを届けるモバイルヘルス (mobile health, mHealth) とも相
性がよく、行動変容を目的とした介入プログラムやサービスの中にも取り入れられている。
本ワークショップでは、機械学習・深層学習の基本的な考え方、および行動医学領域における適用
例を紹介するとともに、プログラム言語 Python によるデータ解析の実践例について紹介する。
※演題発表に関連し、発表者に開示すべき利益相反はない。
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テーマティックセッション
オーラル
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オーラル（O1-1）
予防接種レディネス尺度:7C のカットオフ値の検討
町田征己 1,2)、高宮朋子 1)、小田切優子 1)、福島教照 1)、菊池宏幸 1)、井上茂 1)
１）東京医科大学 公衆衛生学分野
２）東京医科大学病院 感染制御部
【背景・目的】
近年、予防接種に関する考えを評価するための尺度として、欧州で開発された予防接種レディネス尺
度：7C（以下、7C 尺度）が注目されている。7C 尺度は、予防接種を受ける意向（予防接種レディネ
ス）と、予防接種レディネスを構成する 7 つの心理的要因（信頼・無頓着・障壁・打算・集団責任・社
会規範の支持・陰謀論的思考）を数値（スコア）として評価する尺度である。7C 尺度は妥当性・信頼
性が評価され多言語に翻訳されて広く使用されているが、どの程度の予防接種レディネススコアであ
れば、接種意向を持っていると判断できるのかは明らかではない。そこで本研究は、ROC 分析を用いて
接種意向を持っているか否かを判断するための予防接種レディネススコアのカットオフ値を明らかに
することを目的とした。
【方法】
本研究は、インターネット調査を用いた横断研究である。2022 年 3 月に調査会社に登録している 20 歳
以上の男女 1,000 人に調査を実施した。不適切回答を除外するため、回答時間が 1 分以下の者とすべて
の質問に同一の回答をしている者を解析から除外した。7C 尺度には心理的要因毎に 3 つの質問で構成
される full 版（計 21 問）と、心理的要因毎に代表的な 1 問のみで構成される short 版（計 7 問）の 2
種類があり、それぞれの質問に対してリッカート尺度（7 件法）で回答を行う。本研究では両者につい
てそれぞれのカットオフ値を明らかにすることとした。対象者に 7C 尺度日本語 full 版への回答を求
め、予防接種レディネススコアを算出した（スコア幅：1-7、short 版で使用する代表的な 1 問ずつを
使用して short 版のスコアを算出）。接種意向を持っているか否かの判断方法としては、新型コロナワ
クチンの接種回数への回答を求め、接種回数が 2 回以上の者を接種意向を持っている者と定義した。
Youden Index を用いて予防接種レディネススコアのカットオフ値を明らかにするとともに、感度、特
異度、曲線下面積(AUC)を算出した。
【結果】
解析対象者は 774 名であった（男性:38.2％、53.2±16.5 歳）。予防接種レディネススコアの平均値±
標準偏差は full 版:4.48±0.84、short 版：4.40±0.95 であった。Youden Index はカットオフ値がそ
れぞれ、full 版:4.02、short 版:4.07 の時に最大値となった（full 版 Youden Index:0.72、感
度:86.9%、特異度:84.8%、AUC:0.94 / short 版 Youden Index:0.51、感度:76.3%、特異度:87.2%、
AUC:0.90）。
【結論】
予防接種レディネススコアが 4.00 を上回る場合に、接種意向を持っていると判断できる可能性が示唆
された。
開示すべき COI はありません。
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オーラル（O1-2）
生体腎移植ドナーにおける移植後に対する不安の実態
～移植手術前後での比較～
土井理美 1)、関口真有 2)、金澤潤一郎 2)、本谷 亮 2)、堀内 聡 3)、佐藤真澄 4)、原田 浩 5)、
福澤信之 6)、和田吉生 7)、平野哲夫 4)
１）東京医科歯科大学 政策科学分野、２）北海道医療大学 心理科学部、3）比治山大学 現代文
化学部、４）市立札幌病院 腎臓移植外科、５）はらだ腎泌尿器クリニック、６）医療法人せせらぎ札幌
在宅クリニックそよ風、７）北見腎泌尿器クリニック
【背景・目的】
生体腎移植前のドナーは、レシピエント同様にさまざまな不安を感じている。中でも手術後の体
調、治療、生活に対する不安は、ドナー自身に向けられるものに加え、レシピエントに対するものも
あり、ドナーの抱える不安を適切に把握し、必要なアプローチを提供する必要がある。本研究では生
体腎移植ドナーが、移植手術前後で経験する移植後に対する不安の実態を明らかにすることを目的と
する。
【方法】
生体腎移植ドナー235 名のうち、手術前調査にて、移植後に対する不安７項目のいずれかに回答した
ドナー232 名を対象とした。そのうち手術後調査の項目にも回答したドナー58 名であった。不安項目
は、VAS で回答を求めた。また、手術前後の調査に回答した 58 名を対象に、移植後に対する不安が、
手術前後で差があるか t 検定を用いて検討した。
【結果】
手術前調査では、ドナー自身の移植後の不安よりもレシピエントに対する不安の方が強い傾向にあ
った（「手術後の自分の体調」：36.16±26.42 点；「手術後の自分の治療（手術以外）・体調管
理」：33.40±25.53 点；「手術後の自分生活・活動」：31.37±25.71 点；「手術後の経済面」：27.04
±26.35 点；「手術後のレシピエントの体調：56.01±27.29 点；「手術後のレシピエントの治療（手術
以外）・体調管理」：51.18±27.81 点；「手術後のレシピエントの生活・活動」：48.47±27.02
点）。また、手術前後で回答のあった 58 名を対象として各項目について t 検定を行った結果、すべて
の項目で手術前と比較して手術後の不安は有意に減少していた（いずれも p<0.05）。
【結論】
生体腎移植ドナーは、移植前にレシピエントの手術後の体調や生活について不安に感じる傾向が強
いことが示唆された。また、移植後には手術後の不安は減少することが明らかとなった。生体腎移植
前のドナーの精神的健康はさまざまな手術アウトカムにつながることから、移植前に抱く不安に対す
るケアも必要である。本研究結果から、生体腎移植前にドナーが抱く不安に関して、手術後のレシピ
エントに体調や生活に対する不安に着目することが必要である可能性が示唆された。
＊
＊

本研究は、研究実施機関の倫理委員会の承認を得て行われた。また、調査実施時には研究協力者
に対してしかるべき倫理的配慮を講じて実施された。
COI はない。
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オーラル（O1-3）
月経前症状に対する市販薬使用の有無と職務パフォーマンスの関連性
筒井順子 1)、中村菜々子 2)、井澤修平 3)、吉川徹 3)、赤松利恵 4)、池田大樹 3)、久保智英 3)
１）
２）
３）
４）

田園調布学園大学
中央大学
労働安全衛生総合研究所
お茶の水女子大学
【背景・目的】

本邦では月経前症状を有する女性は多いが受診し診断を受けている女性は少ない。近年、月経関連症状に
よる職務パフォーマンスへの影響が注目されているが、月経前症状の有無や市販薬使用との関連は明らかに
なっていない。本研究ではその関連性を検討する。

【方法】
日本人労働人口の業種、年代、性別構成比を反映させて抽出した 20,000 名の労働者を対象にウェブ調査を
実施した。女性回答者で 49 歳以下の規則的な月経周期がある女性 3,851 名（42.8%）のうち月経前症候群
や月経前気分不快障害と診断された者（187 名）、市販薬を使用しており月経前症状の自覚がない者（68
名）を除いた 3,596 名を解析対象とした。対象者は月経前症状の自覚がない女性（症状なし群）、月経前症
状があり、市販薬を使用している女性（市販薬群）と市販薬を使用していない女性（市販薬なし群）の 3 群
に分けた。
各群において個人要因（年齢など）、労働要因（職場ストレス有無など）および月経関連症状による職務
パフォーマンスへの影響（Imamura et al.,2020）の違いを分散分析とχ2 検定を用いて分析した。
本研究は労働安全衛生総合研究所の研究倫理審査委員会の承認のもと実施した。本発表に関連した共同研
究者全員に開示すべき利益相反事項はない。

【結果】
症状なし群は 1,385 名（38.5％）、市販薬群は 535 名（14.9％）、市販薬なし群は 1,676 名（46.6％）で
あった。月経関連症状により職務パフォーマンスが半分未満になる女性は、全体の 21.6%で特に市販薬群で
有意に多かった（χ2=184.7,ｐ<0.0001）。
症状なし群と比較して症状のある 2 つの群は、年齢が若く（F=16.70,p<0.0001）、職場ストレスを有し
ており(χ2＝146.4,p<0.0001)、月経関連症状による職務パフォーマンスが半分未満になる者が多かった（χ
2=184.7, p<0.0001）。

【結論】
市販薬使用に関わらず月経前症状を自覚している女性は、職場ストレスを感じておりかつ月経関連症状によ
り職務パフォーマンスが半分未満になる人が多く、セルフケア行動の向上や月経周期に合わせた働き方調整
等の対応が必要であることが示唆された。また市販薬で対処している女性は職務パフォーマンスの低下が著
しいことからより症状が重症である可能性が示唆された。
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オーラル（O2-1）
孤独を連想する用語についての検討
～職場における孤立・孤独化過程の検討（8）～
大塚泰正 1)、鷺坂由紀子 1)、大須晶子 1)、三好きよみ 2)
１）筑波大学
２）東京都立産業技術大学院大学
【背景・目的】
テレワーク等の普及により，自宅等で働く労働者の孤立や孤独の問題が指摘されている。本研究で
は，労働者が孤独を連想しやすい用語について，項目反応理論（Item Response Theory: IRT）を用い
て明らかにすることを目的とする。
【方法】
参加者：労働者 944 名を対象に 2022 年 5 月に web パネル調査を行った。なお，本研究は筑波大学人間
系研究倫理委員会東京地区委員会の承認を受けて実施された（承認番号：東 22-61 号）。
調査項目：国立国語研究所「分類語彙表増補改訂版データベース」（ver.1.0）（101,070 語収録）よ
り，孤独との関連が強いと思われる用語 120 語と，関連が乏しいと思われる用語 120 語をそれぞれ抽出
した。さらに，Cacioppo et al. (2015)で孤独との関連が指摘されている 7 語を追加した。これらのう
ち，難解なものや多義的なものなどを削除した 175 語を調査に使用した。各用語に対して，孤独を連想
する程度を 6 件法（1.全く連想しない～6.強く連想する）で評定してもらった。
【結果】
はじめに，一次元性の確認のため，175 語を用いて探索的因子分析を行った。その結果，2 因子が抽
出されたため，IRT は因子ごとに行った。第 1 因子は，「孤独」，「孤立」など，ネガティブな用語で
構成された。第 2 因子は，「交流」，「親密」など，ポジティブな用語で構成された。なお，各因子の
一次元性は確認された。
第 1 因子の識別力(a)は，「孤独」（0.48），「孤立」（0.67）を除いて，すべて 1.00 以上の値を示
した。困難度は，b1 でみた場合，値の小さい順に「孤独」（-7.63），「孤立」（-5.68），「ひとりぼ
っち」（-3.15），「引きこもり」（-2.97）となった。一方，第 2 因子の a はすべて 1.00 を上回っ
た。b1 は，値の大きい順に「明るい」（0.00），「温かい」（-0.03），「満点」（-0.08），「ありが
たい」（-0.09）となった。
【結論】
IRT を用いた分析より，孤独を連想しやすいネガティブな用語（困難度が低い用語）と連想しにくい
ネガティブな用語（困難度が高い用語）がそれぞれ明らかになった。他方，ポジティブな用語は，全
般的に困難度が高く，孤独を連想しにくいことが明らかになった。
【謝辞】
本研究は，JST-RISTEX「SDGs の達成に向けた共創的研究開発プログラム(社会的孤立・孤独の予防と
多様な社会的ネットワークの構築)」研究開発プロジェクト「職場における孤独・孤立化過程の分析―
総合的予防プログラムの開発に向けて―」（研究代表者：松井豊）の支援を受けたものである。な
お，本発表に関連し，開示すべき COI はない。
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オーラル（O2-2）
過去 6 か月間の労働時間状況とその後の睡眠状態との関連
～JNIOSH コホート研究～
落合由子 1)、高橋正也 1)、松尾知明 1)、佐々木毅 1)、佐藤ゆき 1)、深澤健二 2)
荒木剛 2)
１）独法人労働者安全機構労働安全衛生総合研究所
２）株式会社 アドバンテッジリスクマネジメント

【背景・目的】
長時間労働は睡眠不足の原因となり、事故、メンタルヘルス不調、心疾患等を引き起こす危険性が
指摘されている。一方、長時間労働の心身の健康への影響に関する研究は多数存在するが，ばく露要
因としての労働時間は 1 回の質問紙調査で決定されることが多く、本人の記憶違いや繁忙期の労働時間
が反映されない可能性がある。本研究の目的は、6 か月間の企業勤務データによる労働時間指標とその
後の睡眠状態との関連を検討することである。
【方法】
JNIOSH コホート研究協力企業 5 社（同意率 48.4％）より提供された過去 6 か月分の月当たり勤怠デ
ータとその期間の翌月に実施された JNIOSH 睡眠質問票の回答データを用いた。労働時間指標は月平均
労働時間（6 群、対照は 140－180h 群）と長時間労働の頻度（6 か月間の月当たり 205h 以上労働のあっ
た回数、対照は 0 回群）を用いた。睡眠指標は過去 1 か月間の①睡眠時間、②入眠困難、③中途覚醒頻
度、④早朝覚醒頻度、⑤起床時疲労感頻度、⑥仕事中の強い眠気頻度を使用し、①は 6 時間未満、②は
30 分以上、③④⑤⑥は週 3 回以上を症状ありとした。解析は多重ロジスティック回帰分析で行い、調
整変数は年代、性別、勤務形態、雇用形態、職位と、測定期間に 2020 年 4 月のコロナ緊急事態が含ま
れ て い た か 否 か と し た 。 参 加 者 に は 事 前 に ネ ッ ト 画 面 で 同 意 を 求 め た （ 倫 理 承 認 番 号 H2812,
H2919）。
【結果】
解析対象者は、15,201 人（女性 37.6％）、平均年齢 42.5 歳（SD=12.3）であった。月平均労働時間
では、9,829 人（64.7％）、長時間労働の頻度では、12,444 人（81.9％）が対照群となった。月平均労
働時間では、労働時間が対照群より長くなると短時間睡眠、起床時疲労感と仕事中の強い眠気のオッ
ズ比が有意に高くなった。入眠困難は労働時間が長くなるとオッズ比が 1 を下回った。中途覚醒と早朝
覚醒は関連がみられなかった。長時間労働の頻度では、長時間労働が 1 回以上で短時間睡眠、起床時疲
労感が、2 回以上で仕事中の眠気が有意に高くなった。中途覚醒と早朝覚醒は関連がみられなかった。
入眠困難は頻度が多くなるとオッズ比が 1 を下回った。
【結論】
平均労働時間と長時間労働の頻度は短時間睡眠、起床時疲労感、仕事中の眠気とほぼ直線的に関連
した。それに対して、入眠困難の減少は「寝付きの良さの促進」という望ましい状態というよりは、
長時間労働に伴う睡眠の量的・質的不全によって，睡眠への欲求が高まっていると思われる。
＊開示すべき COI はありません。
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オーラル（O2-3）
職場環境改善とメンタルヘルスの関連：大規模データを利用した職種ごとの検討
井澤修平 1)、吉川徹 1)、中村菜々子 2)、赤松利恵 3)、池田大樹 1)、久保智英 1)
１）労働安全衛生総合研究所
２）中央大学
３）お茶の水女子大学
【背景・目的】
ストレスチェック制度ではメンタルヘルス不調の一次予防の対策として職場環境改善が位置付けら
れているが、その効果について十分なエビデンスがそろっていない。本研究では、様々な職種の労働
者を対象に職場環境改善の経験について調査を行い、その経験の有無とメンタルヘルスの関連を横断
的に検討した。
【方法】
調査会社モニターを対象に調査参加者を募集し、日本人労働人口の業種、年代、性別の構成比を反
映させて抽出した 20,000 名の労働者を対象に横断的なウェブ調査を実施した。職場環境改善について
は、先行研究（吉川他, 2007）を参考に 24 の職場環境改善の項目を作成し、その経験の有無について
回答を求めた。本研究では、4 つの職場環境改善のドメイン（仕事のすすめ方、作業場・オフィス職場
環境、職場の人間関係・相互支援、安心できる職場のしくみ）について、経験ありと回答した項目数
を統計解析に利用した。また、K6 尺度（Kessler et al., 2002）に回答を求め、精神的不調（13 点以
上）の状態を評価した。統計解析では、職場在籍期間 1 年未満の者などを除外し、全職種（N=17,533）
お よ び 、 管 理 職 （ N=1,870 ） 、 専 門 技 術 職 （ N=3,981 ） 、 事 務 職 （ N=5,280 ） 、 生 産 技 能 職
（N=2,631）、サービス職（N=3,771）ごとに、説明変数を職場環境改善、目的変数を精神的不調とし
たロジスティック回帰分析を、個人要因や職場要因を調整して実施した。
なお、本研究は労働安全衛生総合研究所の研究倫理審査委員会の承認のもと実施した。本発表に関
連して、共同演者含め開示すべき利益相反に該当する事項はない。
【結果】
経験した職場環境改善の数は、全体的に管理職で最も多く、生産技能職で少なかった。全職種を対
象とした分析では、仕事のすすめ方（aOR = 0.95 [95% CI 0.91-0.99]）、職場の人間関係・相互支援
（aOR = 0.88 [95% CI 0.84-0.92]）、安心できる職場のしくみ（aOR = 0.96 [95% CI 0.92-1.00]）に
関する職場環境改善を多く経験していると精神的不調のオッズ比が低かった。職種ごとの分析では、
管理職では安心できる職場のしくみ、専門技術職・事務職では職場の人間関係・相互支援、サービス
職では仕事のすすめ方に関する職場環境改善を経験しているとオッズ比が低かった。
【結論】
職場環境改善と精神的不調の関連は、職場環境改善の内容や、対象とする職種によっても異なる事
が示された。職場環境改善を実施する際には、対象の職種にマッチした職場環境改善を行うことがメ
ンタルヘルス不調の予防において効果的である可能性が示された。
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オーラル（O3-1）
パワーハラスメント目撃者のコーピング，アサーションおよび身体活動と抑うつとの関連
服部厚雄 1)、大塚泰正 2)
１）筑波大学働く人への心理支援開発研究センター
２）筑波大学人間系
【背景・目的】
改正労働施策総合推進法が成立し，企業には職場のパワーハラスメント（以下，パワハラとする）防
止のために雇用管理上必要な措置を講じる法律上の義務が発生した。パワハラはその行為を目撃した
人の抑うつを悪化させることが報告されている。一方，コーピング，アサーションおよび身体活動は
抑うつ低減効果が報告されている。そこで本研究では，パワハラ目撃経験者のコーピング，アサーシ
ョンおよび身体活動と抑うつとの関連を検討する。
【方法】
参加者：パワハラの目撃経験がある日本人労働者 200 名を対象に，2021 年 8 月に WEB パネル調査を行
った。
調査票：（a）コーピングスキル：日本語版 Brief COPE 尺度（大塚，2008）の 28 項目について 4 件法
でたずねた。(b)アサーション：アサーティブ・マインド・スケール（伊藤，1998）の 20 項目を 4 件法
でたずねた。(c)身体活動：International Physical Activity Questionnaire 日本語版（村瀬・勝村・
上田，2002）の中から，7 項目をたずねた。(d)抑うつ：職業性ストレス簡易調査票（下光・原谷，
2000）の中から，抑うつ６項目を 4 件法でたずねた。（e）フェイス項目：年齢，性別他についてたず
ねた。なお，本研究は筑波大学の研究倫理審査会の承認を得た(第東 2021-30 号)。
【結果】
パワハラ目撃経験者全体で見た場合，コーピングの自己非難などの 10 因子が抑うつと正の相関を示
し，アサーションの率直さへの確信などの 3 因子が抑うつと負の相関を示した。重回帰分析の結果，コ
ーピングの自己非難などの 2 因子が抑うつに正の影響を与え，コーピングの肯定的再解釈とアサーショ
ンの率直さへの確信が抑うつに負の影響を与えていた。パワハラ類型別で見た場合，すべての類型に
おいてコーピングの自己非難などの 1～9 因子が抑うつと正の相関を示し，また身体的な攻撃などの 3
類型においてアサーションの率直さへの確信などの 2 因子が抑うつと負の相関を示した。重回帰分析の
結果，過少な要求を除く 5 類型においてコーピングの自己非難などの 1～2 因子が抑うつに正の影響を
与え，類型 1（身体的な攻撃）において積極的コーピングが抑うつに負の影響を与えていた。また類型
1 についてアサーションの自己表現に対する肯定的態度が抑うつに負の影響を与えていた。身体活動と
抑うつとの関連は示されなかった。
【結論】
パワハラ目撃経験者のコーピングとアサーションは抑うつと関連することが示されたが，その関連は目
撃したパワハラ類型により異なることが示唆された。
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オーラル（O3-2）
労働時間や睡眠時間と他者に対する無礼な態度との関連：前向きコホート研究
津野香奈美 1)、山本眞弘 2)、辻あさみ 3)

１）神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科
２）和歌山県立医科大学医学部神経精神医学講座
３）和歌山県立医科大学保健看護学部
【背景・目的】
礼節が欠如した無礼な言動を表す職場のインシビリティが近年注目されているが、その要因について
縦断的に検討したものは少ない。しかし近年、睡眠不足と他者に対する攻撃的行為との関連が報告さ
れている。そこで本研究は、ベースライン時の労働時間や睡眠時間が、1 年後の自分自身が周囲に対し
て行ったインシビリティと関連するのかを検討することを目的として行った。
【方法】
関西地方の公立大学法人に勤務する職員 2,661 名を対象に、1 年の期間を置いて縦断調査を行った（倫
理委員会承認番号：1905）。自分自身の周囲に対するインシビリティは Workplace Incivility Scale、
労働時間や睡眠時間は独自の項目を用い、過去 1 か月間の週当たりの労働時間、過去 1 年の週当たりの
労働時間、過去 1 年間で最も忙しかった月の週当たりの労働時間、過去 1 カ月の平均睡眠時間、過去 1
年間の平均睡眠時間について自記式で回答を得た。また、調整変数として性別、年齢の回答を得た。
解析は各変数の相関係数を見たあと、労働時間や睡眠時間を独立変数、職場で行ったインシビリティ
を従属変数とする重回帰分析を実施した。
【結果】
初回調査の回答者 1482 名のうち（回答率：55.7％）、追跡調査への回答者は 881 名だった（追跡率：
59.4％）。解析は欠損値のなかった 660 名を対象に実施した。回答者の性別は男性 27.6％、女性
72.4％、平均年齢は 38.8（±11.4）歳であった。相関分析の結果、各労働時間の変数と職場のインシ
ビリティとの間に有意な正の関連を示した。重回帰分析を実施したところ、性・年齢を調整後にもお
いても、ベースライン時の過去 1 か月間の週当たりの労働時間、過去 1 年の週当たりの労働時間、過去
1 年間で最も忙しかった月の週当たりの労働時間は、1 年後に職場で周囲に対して行ったインシビリテ
ィと関連していた。一方、過去 1 カ月の平均睡眠時間、過去 1 年間の平均睡眠時間共に、インシビリテ
ィとは有意な関連を示さなかった。
【結論】

労働時間の長さと周囲に対する無礼な態度とが縦断的に関連していた。過重労働により高ストレ
ス状態に置かれることが、周囲に対する無礼な態度に繋がる可能性がある。
COI：報告すべき利益相反はありません。
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オーラル（O3-3）
高ストレス者に対するテーラード・ストレスマネジメント教育介入の効果検証
～在宅やリモートワーク勤務者を対象に～
平井 啓 1)、金子 茉央 1)、山村 麻予 2)、中村 菜々子 3)、谷口 敏淳 4)、足立 浩祥 1)
本岡 寛子 5) 、小林 清香 6)、谷向 仁 7)
１）大阪大学 ２）関西福祉科学大学 ３）中央大学
４）一般社団法人 Psychoro ５）近畿大学総合社会学部
６）埼玉医科大学総合医療センター ７）京都大学大学院医学研究科
【背景・目的】
本研究は、昨今の新型コロナウィルス感染症拡大によるリモートワーク者の急増によるメンタルヘ
ルス不調へ着目し、脳の疲労状態や認知と行動に関する個人特性によるセグメント別のストレスマネ
ジメント教材を提供するテーラード介入を行うことにより、ストレス状態の改善や生産性が向上しう
るかを明らかにすることを目的とし、待機群を設定した無作為化比較試験を行った。
【方法】
調査会社のサンプルを対象に、リモートワークのストレスに関する予備調査を実施した。収集した
600 名のうち、高ストレス(脳疲労尺度(足立,2020)得点が 21 点以上)者 224 名を抽出し、脳疲労状態の
項目と認知行動特性の項目を特徴量とした機械学習により、脳疲労および認知行動特性で各 5 セグメ
ントの抽出、ならびに分類アルゴリズムを作成した。上記の対象のうち、週の 7 割以上がリモート勤
務である 58 名をサンプリングし、ランダムに振り分けられた介入群および待機群各 20 名（平均年齢
40.65 歳、男性 26 名、女性 14 名）に対し事前調査を実施し、上記のセグメンテーションを行った。
待機群は、脳疲労得点に基づくフィードバックとストレスマネジメント教材の URL を送付した。介
入群はそれに加え、教材をセグメントに応じて選定・送付した。さらにストレスマネジメント方法の
提案、実践による効果や困難について心理職が約 30 分のオンラインでの簡易問題解決療法を 2 回実施
し、事後調査との比較により、上記の介入による脳疲労度の改善、業務関連行動の変化、リテラシー
や自己効力感の向上、ならびに教材の有用性が見られるか検証した。
【結果】
一元配置分散分析の結果、介入群は待機群に比べ、各教材の閲覧率(t(38)=3.559, p=.001)、理解
(t(14)=3.949, p=.001)や実践程度(t(22)=3.298, p=.003)に高い傾向が見られたが、両群の脳疲労度
の改善等には有意な差は見られなかった(Ｆ(1,38)=0.066, p>.05)。一方で、感染症拡大防止策の解除
後において、高い脳疲労状態だった対象者(18 名)の QIDS-J 得点変化は、介入群と待機群ともに有意に
改善した(Ｆ(1,36)=4.251, p=.047)。
【結論】
介入群と対照群で脳疲労度の改善が見られたなかった要因として、緊急事態宣言下の高ストレス状
況でサンプリングを行い、介入開始時点ではそれが解除されため、ストレス状況が緩和されたことが
考えられる。よって、研究計画時の想定以上に新型コロナウィルス感染症拡大の影響を大きく受けた
と考えられる。一方で、介入実施直前において高い脳疲労者において改善効果が見られたことから、
心理教育教材自体の効果は認められたと言える。しかしこの結果においてもセグメント別のストレス
マネジメント教材の提供の効果は認められず、セグメンテーションに関するアルゴリズムの改善なら
びにそれに対応する教材開発についてさらなる検討が必要であると思われる。引き続き、これらの点
を再検討し、在宅・リモート勤務者に限らず産業・教育・医療分野等の労働者を対象として、メンタ
ルヘルス向上のための効果検証を実施する。
本研究は JST 研究成果展開事業社会還元加速プログラム(SCORE)の助成を得、大阪大学人間科学研究科教
育学系の研究倫理審査による承認を経て実施した(承認番号 21070)。利益相反(COI)はない。なお、本研究
の内容は特許出願中である(出願番号：特 2022-052455)。
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オーラル（O4-1）
大学生における主観的認知機能尺度の信頼性・妥当性の検討
三島 菜乃 1)、田島えみ 1)、畑琴音 2)、鈴木伸一 2)

１）早稲田大学大学院 人間科学研究科
２）早稲田大学 人間科学学術院
【背景・目的】
現在，多くの認知機能検査が開発されているが，検査に熟練した専門職が必要な場合や，測定や解
釈に時間を要することがある。そのため，認知機能を簡便に測定できるツールの必要性が指摘されて
おり，自記式の質問紙が開発されている（Lai et al., 2011）。しかし，健常者を対象とした場合，認
知機能の１側面のみを測定する質問紙が多く，認知機能を網羅的にできる質問紙は開発されていな
い。そこで本研究では，認知機能の各領域を包括した主観的認知機能尺度を作成し，信頼性と妥当性
を検討した。
【方法】
大学生 219 名（男性 70 名，女性 145 名，その他３名，無回答１名；平均年齢 20.7±2.14 歳）に質問
紙調査を実施した。質問紙は、性別，年齢，学年，暫定版主観的認知機能尺度 40 項目，大学生用適応
感尺度（大久保・青柳，2003）， The Patient Health Questionnaire-9（以下 PHQ-9. Muramatsu et
al., 2018）で構成した。本研究は，早稲田大学「人を対象とする研究に関する倫理委員会」の承認を
得て実施された（承認番号：2022-154）。
【結果】
尺度項目の項目分析を実施した後，最尤法・プロマックス回転による探索的因子分析を行った。そ
の結果，28 項目３因子構造が妥当であると判断した。下位尺度のα係数は 0.78－0.89 であった。３因
子は，それぞれ「記憶と集中力」，「図や空間の把握力」，「複数の作業の遂行力」と命名した。次
に，PHQ-9，学校適応感との外的妥当性を検討した結果，PHQ-9 と主観的認知機能尺度の下位因子およ
び合計得点に有意な負の相関関係が認められた（r = -.51 ～ -.26, p ＜ .01）。また，学校適応感に
おいては有意な正の相関関係が認められた（r = .18 ～ .52, p ＜ .01）。
【結論】
本研究で得られた因子は，認知機能検査として用いられる，ウェクスラー式知能検査の４つの指標
の概念を網羅した因子であることが想定される（日本文化科学社，2018）。また，PHQ-9 および学校適
応感との関連は，先行研究の結果と一致している（Norvilitis et al., 2010; Park et al., 2015）。
以上のことから，主観的認知機能尺度は，一定の信頼性と妥当性を有する可能性が高い。今後，認知
機能検査を用いた構成概念妥当性の検討を進めるとともに、大学生以外の集団への調査が求められ
る。
なお，本研究の発表に関連し，開示すべき COI 関係はない。
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オーラル（O4-2）
感情制御とタスク処理に関する実行処理の測定の試み
～生態学的瞬間記録法を用いた信頼性・妥当性の検討～
町田規憲 1)、田野邉果穂 1)、藤島雄磨 2)、熊野宏昭 3)、田山淳 3)
１）早稲田大学大学院人間科学研究科
２）早稲田大学総合研究機構応用脳科学研究所
３）早稲田大学人間科学学術院
【背景・目的】
全般不安症やうつ病をはじめとする精神疾患は，不安や抑うつなどの臨床症状と，著しい社会機能
障害を呈する。これらの心理社会的困難に共通する制御プロセスを説明したモデルとしてタスク関連
実行処理モデルがある。ここでは心理社会的困難を維持増悪する中核として，不快刺激などのトリガ
ー経験状況における非機能的実行処理（CAS）と，それらを緩和する機能的実行処理（T-REF）の存在
が仮定されている。これらは日常の文脈で実行される処理であるが，その文脈から測定可能な指標は
開発されていない。また，精神疾患患者は感情知覚の鈍麻を呈する傾向にあり，実行処理の結果とし
ての感情状態の推定には，心拍変動などの客観指標の併用が推奨されている。従って本研究では，生
態学的瞬間記録法（EMA）を用いた指標の作成と，その信頼性と妥当性の検討を目的とした。
【方法】
大学生・大学院生 48 名を最終分析対象とした。実験参加者には１週間，携帯型心拍計を装着したう
えで，本研究で作成した EMA 指標への回答を求めた。回答に際しては，１日５回の通知に応じた回答
と，トリガー経験状況における自主回答による，コンビネーションデザインを採用した。また，妥当
性検討用の心理尺度への回答を求めた（CAS-1R 日本語版，COPE 日本語版）。本研究は，早稲田大学
の人を対象とする研究に関する倫理審査委員会の承認を受けて実施した（承認番号 2021-147）。ま
た，本研究の一部はフランスベッドメディカルホームケア研究・助成財団の助成を受けている。な
お，本研究について開示すべき COI はない。
【結果】
EMA の CAS 指標, T-REF 指標を用いた探索的因子分析の結果，CAS と T-REF の 2 因子構造が確認さ
れた（χ2 (1) = 2.63, p = .11, CFI = 1.00, RMSEA = .07）。また，Cronbach’s α は高い値を示した（α
= .71, .85）。また，本指標と心理尺度，他の EMA 指標（不安気分，抑うつ気分，well-being，方略実行
意図，方略実施直後の結果，実施時の注意焦点），および各 EMA 回答後 5 分間の心拍変動指標を用い
たマルチレベル相関分析の結果，概ね仮説通りの相関関係が認められた（rs = .34 - .60）。
【結論】
本研究の結果から，本研究で作成した EMA 指標は，許容可能な内的一貫性，収束的妥当性，および
弁別的妥当性を有するといえる。これにより，タスク関連実行処理モデルと，社会機能障害の制御プ
ロセスの実証検討が可能となった。今後はハイリスク者を対象としたモデル検討，および臨床群を対
象とした治療反応性の評価が課題である。
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オーラル（O4-3）
行動活性化療法の手続きが脳機能の変化に与える影響に関する文献展望
石川

律 1)、三住

倫生 1)、姜

来娜 1)、橋本

塁 2)、嶋田 洋徳 2)

１）早稲田大学大学院人間科学研究科
２）早稲田大学人間科学学術院
【背景・目的】
行動活性化療法においては，「行動活性化」と「報酬知覚」という２つのプロセス変数の変化を通じて，
抑うつが改善することが想定されている（青木他，2019）。しかしながら，うつ病が脳の機能異常をはじめ
とした神経生理学的変化を示す病態である（Hastings et al., 2004）ことから考えると，行動活性化療法
のプロセス変数として脳機能の変化を確認することは重要だと考えられる。そこで本研究は，行動活性化療
法において脳機能の変化を扱った介入知見を整理し，その脳機能の変化が抑うつに与える影響について概観
することを目的とした。

【方法】
文献収集

本研究は，行動活性化療法において脳機能の変化を扱った学術論文を対象とした。対象とした学

術論文の適格基準は，(a)行動活性化療法を用いた介入を行っていること，(b)出版された学術論文であるこ
と，(c)脳機能を測定する指標を扱っていること，とした。文献データベースとして「PubMed」と，
「PsycINFO」を用いて電子検索を行った。それぞれのデータベースでは，キーワードとして「“behavioral
activation”AND“neurobiological”」と「“behavioral activation”AND“neuropsychological”」を用
いた。データ抽出は PRISMA 声明に従って行った。

【結果】
抽出の結果，８編の論文がレビューの対象となった（2022 年６月５日時点）。
それぞれの介入研究によって変化した脳機能的側面について検討した。その結果，変化した脳機能につい
て行動活性化療法の作用機序に沿って整理すると，「ポジティブな刺激に対する反応性」，「ネガティブな
刺激に対する制御性」，「効果に影響を及ぼす個人差要因」の３つのカテゴリに大別できると判断した。

【結論】
本研究の結果から，特定の脳機能の変化は，従来なされてきた自己報告式の質問紙のみによっては測定し
きれない状態像の特性や変化を記述できる可能性があると考えられる。今後は，行動活性化療法における治
療的効果の検証や，その作用機序を明らかにするために，質問紙に加えて脳機能の変化をはじめとした神経
生理学的な評価が可能なプロセス変数を検討することが有益であると考えられる。
利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係にある企業などはありません。
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オーラル（O5-1）
通勤における代表交通手段を尋ねることで、活動的通勤者を判別できるか
福西 厚子 1)、町田 征己 1)、菊池 宏幸 1)、小田切 優子 1)、高宮 朋子 1)、福島 教照 1)、
天笠 志保 1)2)、中谷 友樹 3)、埴淵 知哉 3)、樋野 公宏 4)、井上 茂 1)
１）東京医科大学公衆衛生学分野
２）帝京大学大学院公衆衛生学研究科
３）東北大学大学院環境科学研究科
４）東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻
【背景・目的】
徒歩や自転車を用いた活動的な通勤が生活習慣病の発症予防や死亡率の低下と関連することが報告さ
れている。活動的な通勤を推進するにあたりその実施状況を把握することは重要であるが、簡便な調
査方法は確立されていない。そこで本研究は、代表通勤手段を尋ねることで、活動的通勤者を判別す
ることが可能か検討した。
【方法】
本研究は Web 調査を用いた横断研究である。調査会社に登録している 20-79 歳の男女 3,000 人（性
別、年齢、居住都道府県の構成割合が日本人の人口構成と一致するように抽出）を対象に行った。こ
のうち通勤している者を本研究の対象者とした。代表通勤手段を尋ねる質問（主な通勤手段を徒歩、
自転車[電動アシスト機能なし]、自転車[電動アシスト機能あり]、オートバイ、自家用車・タクシ
ー・ハイヤー[自動車]、バス、鉄道・電車、その他から１つ選択する質問）への回答を求めた。ま
た、別の質問で通勤に用いる各交通手段の片道利用時間への回答を求め、徒歩の時間と自転車利用時
間の合計を活動的通勤時間と定義した。代表通勤手段別に、活動的通勤時間、活動的通勤時間が 0 分
の者の割合、活動的通勤時間が 10 分以上の者の割合を算出した。
【結果】
解析対象者は 1384 名(男性 62.8%、48.2±13.0 歳)だった。活動的通勤時間(分/日、平均±標準偏差)
は代表交通手段別(時間が長い順)に、自転車(アシスト機能あり)：23.7±15.0、自転車(アシスト機能
なし):19.9±18.2、鉄道・電車:17.4±10.0、徒歩：14.4±13.7、バス:10.8±10.0、オートバイ：8.9
±30.8、その他:8.4±11.4、自動車：3.1±11.9 であった。活動的通勤時間が 0 分の者の割合は、代表
通勤手段がオートバイ、自動車の者では 70%以上だった。一方、活動的通勤時間が 10 分以上の者の割
合は、代表通勤手段が自転車、鉄道・電車、徒歩の者で多く、オートバイ、自動車の者で少なかっ
た。
【結論】
活動的通勤時間は、代表通勤手段が自転車、鉄道・電車、徒歩、バス、オートバイ、その他、自動車
の者の順に長かった。代表通勤手段がオートバイ、自動車の者は活動的通勤をほとんど伴わない者が
多かった。代表通勤手段を尋ねるだけでも、活動的通勤者を判別することに一定の妥当性があると考
えられた。
【利益相反】
本研究に関して開示すべき利益相反関連事項はない。
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オーラル（O5-2）
身体活動とメンタルヘルスに関するモバイルヘルスサービスに対する労働者の認識
：質的研究
渡辺和広 1)、堤明純 1)
１）北里大学医学部公衆衛生学
【背景・目的】
身体活動の促進は、抑うつ・不安の予防に有効な介入であり、近年はモバイルヘルスを活用したサ
ービスの提供が増加している。モバイルヘルスサービスに対する利用者の認識についての先行研究で
は、サービスが個別化されていることが、利用者のサービスに対する許容性の高さと関連することが
報告されている。しかし、労働者のメンタルヘルス改善のための身体活動促進については、サービス
に対する利用者の認識が先行研究で十分に網羅されていない。本研究は、身体活動とメンタルヘルス
に関するモバイルヘルスサービスに対する労働者の認識を調査することを目的とした。
【方法】
現在発表者らが開発中のスマートフォンアプリケーションの将来的な利用者として、東京都に在
住、もしくは勤務している労働者を対象に、60 分間の半構造化面接を実施した。面接における研究参
加者の発話を書き起こし、形態素解析を行った。そのうち、使用頻度の高い上位 200 の名詞を抽出し、
Bag of Words モデルによる特徴ベクトルを構築した。特徴ベクトルは次元削減技法により二次元空間
に埋め込まれ、二次元空間上に配置された名詞群から、想定される参加者の認識テーマが要約され
た。面接の実施にあたり、参加者からは書面による同意を取得した。本研究は北里大学医学部・病院
倫理委員会の承認を受けている (B21-119)。演題発表に関連し、発表者に開示すべき利益相反はない。
【結果】
面接に参加した 12 名の労働者から、1,296 の名詞を含む 476 の発話が得られた。200 の名詞群で構成
された二次元空間からは、10 のテーマが想定された。参加者は身体活動がメンタルヘルスの改善に有
効であることに同意しており、個別化され、魅力的で使用の負担が少ないサービスを必要としてい
た。その他のテーマとして、余暇以外の身体活動はメンタルヘルスにあまり効果がないこと、身体活
動の優先順位は睡眠や休息に比べると低いこと、利用者間でのデータ共有に抵抗があること、就業上
のルールによりデバイスの着用が難しいこと、が想定された。
【結論】
労働者においても、個別化されたモバイルヘルスサービスが必要であるという認識が見られた。労
働者における身体活動促進のためのモバイルヘルスサービスは、就業状況への配慮や余暇時の身体活
動への焦点づけが必要である。また、メンタルヘルスの情報を他の利用者と共有することは、利用者
にとって抵抗のある行動変容技法である可能性がある。
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オーラル（O5-3）
高齢者における性・年齢別の歩数の実態
～国民健康・栄養調査のデータを用いた記述疫学研究～
天笠志保 1,2)、福島教照 2)、菊池宏幸 2)、町田征己 2)、井上茂 2)
１）帝京大学大学院公衆衛生学研究科
２）東京医科大学公衆衛生学分野
【背景・目的】
歩数は簡便な身体活動の指標の一つであり、わが国の身体活動のサーベイランスでも用いられてい
る。しかしながら、“詳細な”年齢別の歩数のデータは公表されておらず、特に加齢に伴う身体活動
量の低下が顕著な高齢者の歩数の実態は明らかでない。そこで、本研究は高齢者を対象に 5 歳区分別
の歩数を男女別に記述することを目的とした。
【方法】
本研究は、歩数の測定方法が統一された 1995 年から 2019 年の国民健康・栄養調査（個票データ）の
歩数計調査に参加した 65〜100 歳の高齢者 62,994 名（男性 28,445 名、45.2%）のデータを分析した。
高齢者では歩数の経年変化が比較的少ないことを踏まえて、各年齢区分における対象者数を十分に確
保するために、25 年分のデータを統合して分析を行った。歩数は歩数計 AS-200（山佐時計計器株式会
社、東京）により測定され、調査時期は各年 11 月の任意の 1 日であった。5 歳区分別（65-69 歳、7074 歳、75-79 歳、80-84 歳、85-89 歳、90-94 歳、95 歳以上）の歩数を男女別に記述した。
【結果】
高齢者における 1 日あたりの歩数は年齢によって異なり、男性では、65-69 歳（n=9892）が 6913±
4194 歩、70-74 歳（n=8303）が 6186±3865 歩、75-79 歳（n=5698）が 5247±3649 歩、80-84 歳
（n=3111）が 4339±3146 歩、85-89 歳（n=1151）が 3464±2855 歩、90-94 歳（n=276）が 2882±2853
歩、95 歳以上（n=14）が 1625±967 歩であった。一方、女性では、65-69 歳（n=11526）が 6249±3596
歩、70-74 歳（n=9627）が 5428±3343 歩、75-79 歳（n=7066）が 4479±3017 歩、80-84 歳（n=4100）
が 3449±2618 歩、85-89 歳（n=1784）が 2692±2311 歩、90-94 歳（n=394）が 2073±1952 歩、95 歳以
上（n=52）が 1367±959 歩であった。95 歳以上の高齢者の集団以外では、どの年齢層においても男性
は女性に比べて 1 日あたり 700〜800 歩程度多かった。
【結論】
高齢者の歩数は男女とも年齢区分によって大きく異なった。現行の身体活動ガイドラインや健康日本
21 では高齢者全体に対する目標値・推奨値が設定されているものの、高齢者の身体活動の実態を踏ま
えると、より細かな年齢区分に応じた目標値・推奨値の設定が必要と考えられた。
【倫理的配慮】
本研究は定められた手続を経て国民健康・栄養調査のデータを利用した。東京医科大学倫理委員会に
問い合わせ、倫理審査が不要であることを確認して実施した。
【利益相反】
開示すべき COI はない。
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テーマティックセッション
ポスター
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ポスター（P1-1）
自覚および他覚所見による睡眠診断と行動変容で叶える BPS ヘルスプログラムの提案
～アテネ不眠尺度、エプワース眠気尺度等による自覚所見と携帯装置を用いた終夜
睡眠ポリグラフィーによる他覚所見を総合した睡眠診断に続く、オンライン認知行
動療法や治療導入などを介した睡眠衛生習慣の行動変容で叶える健康増進と生産性
向上のための企業内プログラムの提案～
石田陽子 1)、溝口茂樹 1)、長島行人 1)
１）株式会社心陽
開示するべき倫理的配慮及び利益相反はない。
2019 年の日本の成人平均睡眠時間は、1976 年の 8.12 時間から 23％以上少ない 6.25 時間であっ
た。睡眠不足は、臥床時間不足の他、あらゆる睡眠障害に起因し、臥床時間不足、あらゆる睡眠
障害、高血圧症その他の生活習慣病、うつ病その他のメンタルヘルス不調は、互いに複数合併す
ることが多い。睡眠不足はその原因にかかわらず、バイオ・サイコ・ソーシャルヘルスに大きな
影響を与える。睡眠不足により、認知機能が低下し、安全や生産性という社会的リスクは高ま
り、うつ病等の精神疾患、メンタルヘルス不調と関連する。また、夜間の心血管系の負担が増
し、高血圧症等生活習慣病や、突然で、命に関わり、経済的にも大きな負担を伴う心血管系イベ
ントの発症、交通事故のリスクが高まる。他の生活習慣病やメンタルヘルス不調同様、公衆衛生
施策と医療の両輪で、睡眠不足や睡眠障害の予防、早期発見、早期介入を進める社会的価値は大
きい。
睡眠研究の進歩は目覚ましいものの専門家は少なく、ましてや国民の大多数はその知識を欠くこ
とから、睡眠に関する正しい知識の普及・啓発を喫緊の重要課題として、2014 年、厚生労働省健
康局は「健康づくりのための睡眠指針」を発表、国土交通省自動車局は、運転者の SAS スクリー
ニング検査を自動車運送事業者の推奨検査とし、2020 年には重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
に重罰を課す「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行された。
ACCJ 医療政策白書 2017 年版では、睡眠時無呼吸症候群検査の公的医療保険制度の診療報酬レベル
の引き上げ、治療の導入基準の見直し、定期睡眠時無呼吸症候群検査の導入が提言され、2022 年
日本睡眠学会学術集会では、睡眠健診が提唱された。
2018 年から有志を対象とした労働者の睡眠健診を進めており、潜在患者の多さや治療導入による
生産性の向上を実感している。2024 年から 3 年がかりで、運送業 A 社の全運転手約 3,000 人を対
象に、アテネ不眠尺度、エプワース眠気尺度等による自覚所見と携帯装置 Watch PAT による他覚
所見を総合した睡眠診断、それに続く、オンライン認知行動療法や治療導入などを行う健康増進
と生産性向上を目指すプロジェクトを展開し、その効果を検証する予定である。これまでの健診
結果を共有し、新規プロジェクトの手段や計画について議論したい。
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ポスター（P1-2）
慢性ストレスの変化を測定する指標としての爪コルチゾールの妥当性の検討

森石千尋 1)、前田駿太 2)、井澤修平 3)、嶋田洋徳 4)
１）早稲田大学大学院人間科学研究科
２）東北大学大学院教育学研究科
３）労働安全衛生総合研究所
４）早稲田大学人間科学学術院
【背景・目的】
爪から抽出されるコルチゾールは，過去の慢性ストレスの程度を反映するとされている（Fischer et
al., 2020）。しかしながら，これまでの研究は横断研究にとどまっており，爪コルチゾールが経時的
にストレスの変化を反映しているのか否か十分に明らかになっていない。そこで本研究では，爪コル
チゾール値の変化と主観的，客観的なストレスの変化との関係を検討し，個人内の慢性ストレスの変
化を測定する指標としての妥当性を検討することを目的とした。
【方法】
大学生および大学院生 117 名（男性 55 名，女性 62 名，平均年齢 21.4±3.2 歳）を対象とした。主観
的なストレスの程度は，知覚されたストレス尺度日本語版（PSS-J：鷲見，2014）を使用した。客観的
なストレスの程度は，対人・達成領域別ライフイベント尺度のネガティブな対人・達成領域項目
（NLE：高比良，1998）を使用した。6 ヶ月間の調査期間のうち，前半，後半開始時点で PSS-J，NLE へ
回答を求めた。爪試料は 15 日おきに採取し，前半，後半 3 ヶ月分毎のコルチゾール値を定量化した。
本研究は，早稲田大学および東北大学川内南地区の倫理審査委員会の承認を経て実施しており，開示
すべき利益相反はない。なお，日本心理学会第 86 回大会にて発表したデータと重複しているが，本研
究では異なる観点に基づいた分析結果を発表する。
【結果】
前半から後半にかけての爪コルチゾール値の変化量と PSS-J，NLE の変化量との相関分析，順位相関
分析を行った。その結果，PSS-J との間には有意な弱い正の相関が示された一方で，NLE との間には有
意な相関は得られなかった（PSS-J ：r = .21, p < .05；NLE ：RCI = .08, p = .45）。さらに，爪
コルチゾール値に影響を及ぼすことが想定される性別，手洗い，消毒の頻度の変化量，BMI を調整した
相関分析，順位相関分析を実施した。その結果，PSS-J については有意傾向ではあるものの，相関の程
度が強まることが示された（PSS-J ：r = .24, p = .08；NLE ：RCI = .13, p = .32）。
【結論】
主観的なストレスの程度が増加することは，爪コルチゾール値の増加と関連する可能性が示唆され
た。このことから，爪コルチゾールは主に主観的な慢性ストレスの個人内の変化を反映する指標とし
て有用である可能性が示唆されたと考えられる。
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ポスター（P1-3）
ストレスとセルフ・コンパッションが援助要請スタイルに及ぼす影響
松岡雅子 1)2)・今井正司１)3)
１）川村学園女子大学大学院人文科学研究科
２）全日本空輸株式会社 CX 推進室 業務推進部
３）早稲田大学応用脳科学研究所
【背景と目的】
ストレス症状を自覚しながらも援助要請を適切に行わないことによって、症状を重症化させるケース
が報告されている。これらの背景をふまえ、本研究においては、適切な援助要請スタイルを促すため
の心理的要因（セルフ・コンパッション）と不適切な援助要請スタイルに関する心理的要因について
明らかにし、ストレス症状が援助要請スタイルに及ぼす影響についても検討することを目的とした。
【方 法】
関東の女子大学に在籍する学部学生 168 名を対象に質問紙を用いた調査を行った（有効回答者数：
158 名｜平均年齢：20.1±4.08）。ストレスを測定する SRS-18（鈴木他，1997）、セルフ・コンパッシ
ョン尺度日本語版（SCS-J）（有光，2014）、援助要請スタイル尺度（永井,2013）を用いた。SCS-J に
ついては、「自分へのやさしさ」「共通の人間性」「マインドフルネス」の因子を「ポジティブ側
面」とし、「自己批判」「孤独感」「過剰同一化」の因子を「ネガティブ側面」とした。援助要請尺
度については、「自立型」「過剰型」「回避型」の因子を分析対象とした。本研究は、研究実施者ら
の所属に設置されている倫理委員会の審査と承認を受けて行われた（倫理番号：川大修第 4-231 号｜利
益相反：無）。
【結 果】
SRS−18 を外生変数、SCS-J の「ポジティブ側面」と「ネガティブ側面」を媒体変数、援助養成スタイ
ル尺度の各因子を内生変数とした共分散構造方程式モデルを作成した。共分散構造分析を行った結果
（GFI=.971,AGFI=.711）、SRS-18 は援助要請スタイルの各因子に有意な影響を示さなかったが、SCS-J
の「ポジティブ側面」には有意な負の影響を示し（β=-.383,p<.001）、「ネガティブ側面」には有意
な正の影響を示した（β=.582,p<.001）。SCS-J の「ポジティブ側面」から援助要請スタイル尺度の
「自立型」へは有意な正の影響が示され（β=.413,p<.001）、「ネガティブ因子」から「過剰型」に
は有意な正の影響が示された（β=.442,p<.001）。
【考 察】
本研究の結果から、女子大学生における援助要請スタイルは、ストレスによる影響を受けにくい一方
で、ストレスによる影響を受けやすいセルフ・コンパッションの要因が、適切な援助要請スタイルで
ある「自立型」と不適切な援助要請スタイルである「過剰型」をそれぞれ促進することが明らかとな
った。これらの結果から、「自立型」の援助要請スタイルを促進する「自分へのやさしさ」「共通の
人間性」「マインドフルネス」の構成概念を援助要請に結びつけた心理教育の実施が今後の心理的活
動として期待できる。
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ポスター（P2-1）
中学高校生におけるアレキシサイミア傾向と行動活性化の程度が抑うつ症状に及ぼす影響
西原希里子 1)、山口昂亮 1）、嶋田洋徳 2)
１）早稲田大学大学院人間科学研究科
２）早稲田大学人間科学学術院
【背景・目的】
抑うつ症状の改善において，行動活性化療法（behavioral activation；BA）の有効性が示されてい
る（Martell et al., 2010）。その一方で，アレキシサイミア傾向を有している者は，BA の効果が十
分に得られない可能性が考えられる。しかしながらこれらの点について，大学生を対象とした検討は
されているものの（Nishihara et al.，2021），青年期において実証的な検討が十分に行われていると
は言いがたい。そこで本研究では，中高生を対象としてアレキシサイミア傾向者における行動活性化
の程度が抑うつ症状に及ぼす影響について検討することを目的とする。
【方法】
私立中学校に在籍する女子 126 名（平均年齢 14.32±0.47 歳）と私立高等学校に在籍する女子 142 名
（平均年齢 16.33±0.47 歳）の合計 268 名のデータを分析対象とした。測度は，（a）デモグラフィッ
ク項目：性別，学年，クラス，年齢，（b）アレキシサイミア傾向：BVAQ 日本語版（樫村，2007），
（c）抑うつ症状：学校メンタルヘルス尺度の下位因子である抑うつ傾向（朝日他，2010），（d）行
動活性化：BADS-SF 日本語版（山本，2016）を用いた。なお，本研究は，早稲田大学「人を対象とする
研究に関する倫理審査委員会」の承認を得て実施された（承認番号：2020-281）。
【結果】
アレキシサイミア傾向について一元配置分散分析を行った結果，学年による平均値の有意差はみら
れなかった。そのため，すべてのデータを統合して媒介モデル分析を行った結果，活性化を媒介しな
い場合，アレキシサイミア傾向が抑うつ症状に及ぼす直接効果は有意であったものの（β = .13, p
< .05），間接効果の検討の結果，有意な効果はみられなかった。
【結論】
本研究の結果から，若年のアレキシサイミア傾向者において，BA を行うことによって抑うつ症状の
改善につながる可能性が示唆された。しかしながら，アレキシサイミア傾向は女性の方が高いことが
示されており（反中他，2016），性差を考慮した場合，同様の結果が得られるかは言及できない。し
たがって，今後はこの点に留意してアレキシサイミア傾向者における BA の介入効果を確認する必要が
あると考えられる。
利益相反開示：発表に関連し，開示すべき利益相反関係にある企業などはありません。
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ポスター（P2-2）
日常生活下の社交場面における自己注目の誘発要因
ー刺激間の影響を統制した誘発要因の検討ー

七森

真央 1)、富田

望 2)、松田 尚実 1)、南出 歩美 1)、熊野 宏昭 2)

１）早稲田大学大学院人間科学研究科
２）早稲田大学人間科学学術院
【目的】
社交不安の主な維持要因として, 自己注目が挙げられる。社交不安者は, 自己注目の際に他者の目に自
分自身がどう映るかという観察者視点 (observer perspective：以下, O 視点) を取るとされる。しか
し, 日常生活下において, O 視点からの自己注目を誘発する社会的刺激は明らかにされていない。そこ
で, 七森他 (2022) は, 生態学的経時的評価法を用いて後述の 9 つの刺激が O 視点をそれぞれ予測する
のかを, マルチレベル単回帰分析で検討した。しかし, 単回帰分析には検定の多重性の問題があり, ま
た, 刺激間の影響を統制した上で O 視点の誘発要因を検討する必要がある。そこで, 本研究では七森他
(2022) のデータセットを用いて, 上記の刺激間の影響を統制した上で O 視点の誘発要因を検討するこ
とを目的とする。
【方法】
Liebowitz Social Anxiety Scale 日本語版 (朝倉他, 2002) の合計得点が 30 点以上の学生 22 名 (男
性 4 名, 平均 20.82±2.06 歳) を分析対象とした。生態学的経時的評価法では, 参加者に以下の項目を
含めた Web アンケートを 1 日 3 回送信し, 過去 5 時間以内に経験した社交場面を想起して回答すること
を 10 日間求めた。Web アンケートは, 社交場面の種類, 9 つの刺激 (視線, 否定的反応, 肯定的反応,
評価, 権威, 発言環境, 初対面の人, 知り合いの人, 親しい人) の知覚, O 視点に関する項目を含め
た。本研究は, 早稲田大学「人を対象とする研究に関する倫理委員会」の承認を得た。また, 開示すべ
き利益相反はない。
【結果】
9 つの刺激の知覚の程度を説明変数, O 視点の程度を目的変数としたマルチレベル重回帰分析 (変数減
少法) を行った。その結果,「視線」と「権威」は O 視点を有意に予測した (視線: b = 1.84, p <.01,
権威: b = 1.73, p <.05)。
【結論】
以上より, 社交場面における「視線」と「権威」の知覚は O 視点の誘発要因である可能性が示された。
七森 (2022) では, 上記の他に「評価」と「知り合いの人」も O 視点を有意に予測した。本研究では刺
激間の影響を統制したことから, 「評価」と「知り合いの人」は「権威」に代表されて結果が出た可能
性が考えられる。本研究の限界点として, 対象者が臨床群でなかった点が挙げられる。今後は, 社交不
安症患者を対象に, 本研究の結果が再現されるかを検討する必要がある。
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ポスター（P2-3）
親子相互交流療法が親子間の相互作用の変容過程に及ぼす影響
田中茉優 1)、岡田紗季 1)、𠮷𠮷次遥菜 2)、加茂登志子 3)、川崎雅子 3)、岡田恭子 5）、
浅見祐香 1)、嶋田洋徳 6)
１）早稲田大学大学院人間科学研究科、２）東京家政大学附属臨床相談センター
３）日本 PCIT 研修センター、４）岡田こどもクリニック
５）早稲田大学人間科学学術院
【背景・目的】
親子相互交流療法（以下，PCIT）とは，親が子の行動により効果的に対処できることを目指した行動療法
である（Schuhmann et al., 1998）。PCIT は，親の養育スキルの向上や子の問題行動の改善だけでなく，親
の育児ストレスの減少も報告されている（小平，2013）。また，親子関係は一方向的ではなく,親と子の相
互作用の中で生起している（宇田川他，2015）ことを踏まえると，PCIT は親子セッションにおいてその場で
子の反応を親にフィードバックすることが効果に影響を及ぼしていると考えられる。しかし，実際に PCIT
のどの要因が親子の認知行動的特徴の変容過程に影響を及ぼし，実際の親子の良循環的な相互作用が維持さ
れているかに関しては十分な記述がなされているとは言いがたい。そこで本研究では，本邦における PCIT
治療完了者の現状を把握し親子の認知行動的特徴の変容に及ぼす影響について記述することを目的とした。
【方法】
研究協力者 PCIT の治療が完了している母親５名（平均年齢 36.0±3.7 歳）
測度 (a)デモグラフィック（年齢，性別など）,(b)子どもの行動：ECBI（加茂，2016）,(c)育児ストレ
ス：日本語版 PSI-SF（荒木他，2005),(d)親のニーズ達成・満足度（本研究にて作成）
手続き 質問紙調査および PCIT 治療前，治療中，治療完了直後，現在のおおよそ４期を時系列に沿って，
各時期における状況，感情などに関する半構造化面接を個別に実施した（一人あたり 41.4±6.9 分）。面接
内の発話は同意を得て IC レコーダーに録音した。なお，本研究は，早稲田大学「人を対象とする研究に関
する倫理審査委員会」の承認を得て実施された（承認番号：2019-215）。
【結果】
面接内の発話内容の録音記録をデータ化し，修正版 M-GTA（木下，2003）を用いて分析を行った結果，親
子の認知行動的特徴の変容過程として，12 のカテゴリーと 36 の概念が生成された。

【結論】
PCIT が親子の相互作用を良循環的なものへと変化させる要因として，特に，セラピストからの即時フィ
ードバックが子からの反応を見ることを具体的に促進し，親の機能的な養育行動をさらに高める効果がある
ことが再確認された。また，治療妨害要因として，親子の治療に対する抵抗感が示されたことから，親子の
状態像や親の動機づけの違いを丁寧にアセスメントし，それらを考慮した上で，PCIT を実施することによっ
て，治療の効果をより高めることができると考えられる。

利益相反：一般社団法人日本 PCIT 研修センターは PCIT を用いた事業を展開しています。
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ポスター（P2-3）
親子相互交流療法が親子間の相互作用の変容過程に及ぼす影響
田中茉優 1)、岡田紗季 1)、𠮷𠮷次遥菜 2)、加茂登志子 3)、川崎雅子 3)、岡田恭子 5）、浅見
祐香 1)、嶋田洋徳 6)
１）早稲田大学大学院人間科学研究科、２）東京家政大学附属臨床相談センター
３）日本 PCIT 研修センター、４）岡田こどもクリニック
５）早稲田大学人間科学学術院
【背景・目的】
親子相互交流療法（以下，PCIT）とは，親が子の行動により効果的に対処できることを目指した行動療法
である（Schuhmann et al., 1998）。PCIT は，親の養育スキルの向上や子の問題行動の改善だけでなく，親
の育児ストレスの減少も報告されている（小平，2013）。また，親子関係は一方向的ではなく,親と子の相
互作用の中で生起している（宇田川他，2015）ことを踏まえると，PCIT は親子セッションにおいてその場で
子の反応を親にフィードバックすることが効果に影響を及ぼしていると考えられる。しかし，実際に PCIT
のどの要因が親子の認知行動的特徴の変容過程に影響を及ぼし，実際の親子の良循環的な相互作用が維持さ
れているかに関しては十分な記述がなされているとは言いがたい。そこで本研究では，本邦における PCIT
治療完了者の現状を把握し親子の認知行動的特徴の変容に及ぼす影響について記述することを目的とした。
【方法】
研究協力者 PCIT の治療が完了している母親５名（平均年齢 36.0±3.7 歳）
測度 (a)デモグラフィック（年齢，性別など）,(b)子どもの行動：ECBI（加茂，2016）,(c)育児ストレ
ス：日本語版 PSI-SF（荒木他，2005),(d)親のニーズ達成・満足度（本研究にて作成）
手続き 質問紙調査および PCIT 治療前，治療中，治療完了直後，現在のおおよそ４期を時系列に沿って，
各時期における状況，感情などに関する半構造化面接を個別に実施した（一人あたり 41.4±6.9 分）。面接
内の発話は同意を得て IC レコーダーに録音した。なお，本研究は，早稲田大学「人を対象とする研究に関
する倫理審査委員会」の承認を得て実施された（承認番号：2019-215）。
【結果】
面接内の発話内容の録音記録をデータ化し，修正版 M-GTA（木下，2003）を用いて分析を行った結果，親
子の認知行動的特徴の変容過程として，12 のカテゴリーと 36 の概念が生成された。

【結論】
PCIT が親子の相互作用を良循環的なものへと変化させる要因として，特に，セラピストからの即時フィ
ードバックが子からの反応を見ることを具体的に促進し，親の機能的な養育行動をさらに高める効果がある
ことが再確認された。また，治療妨害要因として，親子の治療に対する抵抗感が示されたことから，親子の
状態像や親の動機づけの違いを丁寧にアセスメントし，それらを考慮した上で，PCIT を実施することによっ
て，治療の効果をより高めることができると考えられる。

利益相反：一般社団法人日本 PCIT 研修センターは PCIT を用いた事業を展開しています。
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ポスター（P3-1）
がんサバイバーの就労支援制度の利用による就労に関する心理社会的困難の差異
神野遥香 1)、田島えみ 1)、畑琴音 2)、鈴木伸一 2)
１）早稲田大学大学院人間科学研究科
２）早稲田大学人間科学学術院
【背景・目的】
がん患者はがん治療による副作用症状や後遺症によって就労場面で困難を抱えることが報告されて
いる（国立がん研究センター，2018）。また、時単休暇制度や時差出勤制度などの就労支援制度は、
がんに関連する症状の対処手段となることが報告されている（須賀他，2019）。しかし、がんに関連
する症状と就労支援制度、就労に関する心理社会的困難の具体的な検討はされていない。本研究で
は、がんに関連する症状を抱えるがんサバイバーの就労支援制度の利用による就労に関する心理社会
的困難の差異を検討することとする。
【方法】
現在就労中で 20―65 歳のがん罹患経験者を対象としたオンラインによる質問紙調査を実施し、185
名から回答を得た。調査項目は、フェイスデータ、がん罹患後の就労支援制度利用の有無（14 種類、
その他）、Japanese version of the M.D.Anderson Symptom Inventory（以下、MDASI；Okuyama et
al., 2003；症状の強さを 0―10 段階で評価）、就労に関する心理社会的困難尺度（神野他，2021；
「精神・身体症状への懸念」、「就労に対して前向きになれないこと」、「周囲からの理解を得る難
しさ」で構成）であった。本研究は早稲田大学「人を対象とする研究に関する倫理審査委員会」の承
認を得て実施された（承認番号：2021-405）。
【結果】
MDASI が１段階以上の者（痛み 126 名、だるさ 156 名、消化器症状 107 名、睡眠障害 155 名、物忘れ
95 名、しびれ 130 名）を抽出し、就労支援制度の利用の有無を独立変数、就労に関する心理社会的困
難を従属変数としたｔ検定を行った。その結果、痛み、消化器症状、睡眠障害がある者において、時
単休暇制度を利用した者の方が周囲からの理解を得る難しさの得点が有意に低かった（順に p < .10、
p < .05、p < .10）。しびれがある者において、半日休暇制度と時単休暇制度を利用した者の方が周
囲からの理解を得る難しさの得点が有意に低かった（p < .05）。
【結論】
消化器症状や眠気など不定期に出現する症状に合わせた休憩時間の調節や、しびれのような長期的
な症状に合わせた就労時間の設定などを行うことで、周囲の理解を得ながら就労する難しさが軽減す
る可能性が考えられる。がんに関連する症状の出現場面や持続性など、症状の様相に合わせた働き方
が可能にする制度を利用することの重要性が示唆された。
なお、本研究に関連し、開示すべき COI 関係にある企業等はない。
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ポスター（P3-2）
父親における職場と地域のソーシャル・キャピタルと産後のうつ・不安との関連に関する
縦断調査
土井理美 1)、伊角彩 1)、藤原武男 2

１）東京医科歯科大学 政策科学分野
２）東京医科歯科大学 国際健康推進医学分野
【背景・目的】
うつ・不安を予防する要因としてソーシャル・キャピタルがわかっているが、父親における職場と地
域のソーシャル・キャピタルと産後のメンタルヘルス不調との関連は明らかではない。そこで、父親
における職場と地域のソーシャル・キャピタルと産後 3 ヶ月時点でのうつと不安の関連を明らかにする
ことを目的とした。
【方法】
東京都の２つの産科医療機関で研究参加募集を行い、417 名の父親が本研究に参加した（参加率
76.2%）。父親は、職場のソーシャル・キャピタル、地域のソーシャル・キャピタル、抑うつ症状
（Edinburgh Postnatal Depression Scale）、不安症状（State-Trait Anxiety Inventory）に関する
質問紙に、産後１週および３ヶ月時点で回答した（N=398、追跡率 91.2%）。欠損値は多重代入法を用
いて処理し、重回帰分析を行った。本研究は、国立成育医療研究センター（730）および東京医科歯科
大学（M2017-078）の倫理委員会の承認のもと実施された。また開示すべき利益相反はない。
【結果】
重回帰分析の結果、共変量を調整した後も、地域のソーシャル・キャピタルの高いほど、産後 3 ヶ月時
点の抑うつ症状（Coefficient = -0.21, 95%信頼区間 = -0.33 to -0.08）と不安症状（Coefficient =
-0.38, 95%信頼区間 = -0.66 to -0.11）が低いことが示された。一方、職場のソーシャル・キャピタ
ルは、産後１週時点での抑うつ症状または不安症状を調整した後は、産後 3 ヶ月時点の抑うつ症状と不
安症状との関連は認められなかった。
【結論】
父親における地域のソーシャル・キャピタルの高さは、産後 3 ヶ月時点までの抑うつ症状と不安症状を
予防しうることが明らかとなった。父親における産後のメンタルヘル不調を予防するために、職場の
ソーシャル・キャピタルよりも地域のソーシャル・キャピタルを促進するような介入が必要である可
能性が示唆された。
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ポスター（P3-3）
うつ病休職者の復職までの期間による職場復帰の困難感の関連要因の差異
竹田光輝 1)、畑琴音 2) 、田島えみ 1)、太田美都 1)、鈴木伸一 2)
１）早稲田大学大学院人間科学研究科
２）早稲田大学人間科学学術院
【背景・目的】
うつ病休職者が抱える職場復帰に向けた不安（職場復帰の困難感：以下，DRW）を軽減する支援の
必要性が指摘されている（田上他，2012）。これまで DRW の関連要因として，抑うつ症状など心理
的要因の検討が行われているが（田上他，2012；渡邊他，2019），職場の支援体制や，復職までの期
間を考慮した検討は行われていない。仕事の量や質等の職場の要因が長期休職に影響することや（秋
山，2012），復職までの期間により生活リズムの改善や業務訓練など取り組むべき課題が異なること
を踏まえると（難波，2018），職場の支援体制の有無が DRW に関連すること，復職までの期間を考
慮した要因検討が必要であることが考えられる。そこで，本研究では復職までの期間ごとに，職場の
支援体制および個人の心理的要因と DRW との関連について検討する。
【方法】
復職支援施設や医療機関に通う 20 歳～65 歳のうつ病休職者 67 名を対象とした。調査項目は，フェ
イスデータ，職場復帰支援制度の有無（あり/なし・わからない），BDI-Ⅱ日本語版（小嶋・古川，
2002），PDQ-D-5 日本語版(Sullivan et al.,1990)，AIS-J (Okajima et al., 2013)，VCQ（齋藤他，
2017），DRW-I（田上他，2012）について，自己記入式質問紙により回答を求めた。本研究は早稲田
大学「人を対象とする研究に関する倫理審査委員会」の承認を得て実施された（承認番号：2021406）。
【結果】
対象者を復職までの期間が短い群（6 か月以内）と長い群（7 か月以上）に分け，各群における関連
要因を検討した。その結果，復職までの期間が短い群では，DRW 合計と抑うつ症状，DRW 認知機能
と認知機能障害とに正の相関が（順に r = .42, p < .05，r = .31, p < .10），DRW 認知機能と価値の明確
化とに負の相関が見られた（r = -.40, p < .05）。また，職場復帰支援制度の有無による DRW の差異は
見られなかった。次に，復職までの期間が長い群では，DRW 合計と抑うつ症状，DRW 合計と不眠症
状とに正の相関が（順に r = .63, p < .01，r = .46, p < .01），DRW 合計と復職意欲とに負の相関が見ら
れた（r =-.41, p < .05）。また，産業医面談がある群がない・わからない群より DRW 合計が低かった
（t（29）= -3.1, p <.01）。
【結論】
復職までの期間により休職者が取り組むべき課題が異なること（難波，2018）と同様に，DRW に関
連する心理的要因も異なることが示された。また産業医面談は，復職までの期間が長い段階から実施
することが DRW の軽減に効果的であることが示唆された。
なお，本研究で開示すべき利益相反（COI）はない。
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ポスター（P4-1）
成人における心理的要因と運動の実施に関する文献レビュー
～性格特性を踏まえた効果的な運動指導の提案へ向けて～
吉田夏海 1)、天笠志保 1)
１）帝京大学大学院公衆衛生学研究科
【背景・目的】
適度な身体活動により、非感染性疾患の予防・管理だけでなく、身体機能や認知機能の低下など
様々な健康効果が期待されている。しかしながら、わが国の身体活動は過去 20 年間で低下しており、
運動習慣者の割合は男性で 33％、女性で 25％程度にとどまっている。主に欧米人を対象にした先行
研究のレビューでは、運動を促進する心理的要因には個人差があり、運動の種類に対する好みも個人
の心理的要因（性格特性）によって異なることが報告されている。一方で、日本人を対象にした研究
は欧米人を対象とした研究より少ないものの、近年、研究が蓄積されつつある。そこで、成人におけ
る運動の実施に関連する心理的要因を明らかにすることを目的として、スコーピングレビューを実施
した。
【方法】
2022 年 9 月に 4 つの文献データベース（PubMed、医中誌、CiNii、APA Psynet）を用いて、心理的
要因と運動実施の関連を検討した日本語および英語の文献検索を行った。検索の期間は、英語の文献
については 2013 年以降を、日本語の文献については全期間を対象とした。文献の適格基準は、1）心
理的要因（性格特性）を Big five パーソナリティ特性を用いて評価していること、2）余暇の身体活
動・運動に関連している要因を検討していること、3）成人（20 歳以上）を対象とした研究であるこ
と、4）研究デザインは問わないこととした。ヒットした文献についてタイトル・アブストラクトスク
リーニングを行い、適格基準に該当する文献を抽出した。これら全ての文献から必要な情報を抽出
し、結果を要約した。
【結果】
ヒットした 449 件のうち、35 件（介入研究 5 件、観察研究 30 件）の文献が適格基準に該当した。欧
米人を対象にした研究は 22 件、日本人を対象にした研究は 12 件であり、欧米人と日本人を対象にし
た研究は 1 件であった。運動実施と正の関連が多く報告されていた性格特性は、外向性、勤勉性、開
放性であった。一方で、神経質傾向は運動と負の関連がみられる傾向にあった。日本人を対象とした
研究は限られているものの、性格特性と運動実施の関連は欧米人と同様の結果が得られていた。
【結論】
運動の実施に関連する心理的要因は性格特性によって異なった。効果的な運動指導や運動促進を考
える上では、個人の性格特性を踏まえたアプローチが重要かもしれない。
【倫理的配慮および利益相反について】
本研究は先行研究のレビューであり、倫理審査は不要である。開示すべき COI はない。
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ポスター（P4-2）
学齢期の運動の好き嫌いの記憶と高齢者の運動行動との関連
～各年代での運動習慣歴と高齢期の心理的要因を媒介した経路の検討～
原田和弘 1)
１）神戸大学大学院人間発達環境学研究科アクティブエイジング研究センター
【背景・目的】
健康づくりには、生涯にわたる運動行動の促進が重要である。学齢期に運動への好感情を育むこと
は、学齢期以後の運動への考え方（心理的要因）や運動行動へ生涯にわたり好影響をもたらす可能性
がある。本研究では、学齢期の運動の好き嫌いの記憶は、学齢期以後の各年代での運動習慣歴と高齢
期の心理的要因を媒介して、高齢者の運動行動と関連しているのかを検証した。
【方法】
所属研究科内の研究倫理審査委員会の承認を経た上で、インターネット調査会社に登録する高齢者
の調査モニターに事前調査と 1 年後調査を行い、両調査に回答が得られた 393 名（平均 69.9 歳）を解
析対象とした。事前調査で収集した、学齢期の運動の好き嫌いの記憶（単項目 6 件法）、各年代での運
動習慣歴（学齢期、20 代、30 代、40 代、50 代、60 歳以上）、現在の運動に関する心理的要因（手段
的態度、感情的態度、家族の主観的規範、友人の主観的規範、統制感、行動意図）、および運動時間
（週平均）に関するデータと、1 年後調査で収集した運動時間（週平均）に関するデータを分析に用い
た。
【結果】
学齢期の運動の好き嫌いの記憶を独立変数、各年代での運動習慣歴と現在の心理的要因を媒介変
数、事前および 1 年後の運動時間を従属変数と設定したパス解析の結果、学齢期の運動の記憶が好意
的であることは、事前調査の運動時間（標準化直接効果 0.03[95%信頼区間-0.05～0.11], p=0.465）
や 1 年後調査の運動時間が長いこと（標準化直接効果-0.00[95%信頼区間-0.07～0.07], p=0.957）と
有意に直接関連していなかった。ただし、学齢期の運動の記憶が好意的であることは、各年代での運
動習慣歴と現在の手段的態度・感情的態度・統制感・行動意図を媒介して間接的に、事前調査の運動
時間が長いことや（標準化間接効果 0.10[95%信頼区間 0.05～0.16], p=0.001）1 年後調査の運動時間
が長いこと（標準化間接効果 0.11[95%信頼区間 0.05～0.18], p<0.001）と関連していた。
【結論】
本研究により、学齢期の運動の好き嫌いの記憶は、学齢期以後の各年代での運動習慣歴と高齢期の
一部の心理的要因を媒介して、高齢者の運動行動と関連していることが明らかとなった。本研究は想
起バイアスなどの限界を含むものの、本研究の知見によれば、学齢期に形成される運動の好き嫌い
は、その後の生涯にわたる運動に対する考え方や運動行動へ影響を及ぼしている可能性がある。
【利益相反（COI）】
本研究は、日本学術振興会科学研究費（20K21758）の助成を受け行った。開示すべき COI はない。
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ポスター（P4-3）
スマートフォン等情報通信技術を活用する高齢者の孤立・孤独や行動の特徴について
錦谷まりこ 1)2)、有吉美恵 3)、横田文彦 4)、Dana Bradlay2)、岡村耕二 5)、中島直樹 1)
１）九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター
２）The Erickson School of Aging Studies, University of Maryland Baltimore
County
３）聖カタリナ大学人間健康福祉学部
４）九州大学アジア・オセアニア研究教育機構
５）九州大学サイバーセキュリティセンター
【背景・目的】
高齢者が情報通信技術（ICT）を活用することは、労働力低下が予想される社会で期待されることで
あるが、高齢者にとって新しい技術や生活様式を導入することは困難かもしれない。一方で年齢に関
係なく、ICT を活用して社会参加を継続する高齢者もいる。本研究ではスマートフォン（スマホ）の利
用を ICT の活用とし、高齢者のスマホ利用の背景や生活として孤立や孤独などの状況や行動の特徴を明
らかにする。
【方法】
2021 年 7-8 月に福岡県内自治体のシニアクラブの支援のもと、55 歳以上住民を校区で層化・ランダ
ム抽出してデジタル機器とコロナ禍の生活に関する調査を配布回収形式で行った。同時期に福岡県で
シニア向け就業斡旋サービスを行う公益法人（以下センター）の協力の元、センター利用登録者へデ
ジタル機器と健康に関連する調査を郵送配布・返送形式で行った。スマホ等 ICT 利用は年齢が強く交絡
していたため、前期高齢者、後期高齢者（もしくは 70 歳以上）など年齢で層化し、スマホユーザーと
非ユーザーに分けて比較した。以上は九州大学の臨床研究倫理審査委員会の承認（No.2020-582）を得
て実施し、研究者（著者）らに開示すべき利益相反はない。
【結果】
56～93 歳の 1,045 人から有効回答を得た（シニアクラブ：871 人、回答率 66％、センター：174 人、
回答率 20%）。スマートフォンやタブレット端末の利用者（スマホユーザー）は 621 人（59％）、旧式
の携帯電話やパソコンのみの利用者は 277 人（27％）、いずれも利用していない高齢者は 147 人
（14％）だった。年齢集団に関わらず、スマホユーザーは非ユーザーと比較して、情報化社会に賛成
し、デジタル機器の講習会への関心が高く、リスク選好性が高かった（以上、カイ二乗検定にて P＜
0.005-0.001）。また、コロナの流行で交流機会やイベント参加機会が減り、それを悪いと感じている
人が非ユーザーに比べ有意に多かった（同 P＜0.001）。健康問題に有意な差はなかったが、スマホユ
ーザーは非ユーザーに比べて孤独を感じていなかった（順位和検定 P＝0.0186）。前期高齢者に限り、
スマホユーザーは就業率が高く（カイ二乗検定 P＝0.015）、現状維持バイアスが低かった（同 P＝
0.018）。さらに前期高齢者のスマホユーザーは孤立していないことを示す社会的ネットワークスコア
が高く（順位和検定 P＝0.0498）、配偶者が居ない場合や一人暮らしであっても非ユーザーよりも高か
った（同 P＝0.0440 および 0.0077）。
【結論】
スマホ等 ICT を利用している高齢者は、年齢に関わらず行動経済的にリスク選好性が高く、交流等の
活動参加を好み、孤独感が低いことが示された。また 75 歳未満の前期高齢者の場合、ICT 利用者は現
状維持傾向が低く、就労を継続し、社会ネットワークを保ち孤立していないことが示唆された。
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ポスター（P4-4）
Clutter Image Rating 日本語版の得点とため込みの関連
金子あゆみ 1)，堀内聡 1)，川乗賀也 2)，前田佳宏 3)，土屋垣内晶 4)，菅野道生 5)
１）比治山大学
２）同朋大学
３）東日本国際大学
４）ローリエット脳研究所
５）岩手県立大学
【背景・目的】
Clutter Image Rating (CIR; Frost et al., 2008) は，寝室，台所，および居間という 3 か所の散ら
かりの程度を 1 から 9 の 9 段階で評価する尺度である。CIR の平均得点が 4 点以上の場合にため込みの
問題の存在が疑われる（Steketee & Frost, 2013）。ため込みとは，役に立たないモノを過剰に集め，
捨てられずに，結果として居住空間が散らかる状態である（Frost & Gross, 1993）。本研究では，CIR
の平均点が 4 点以上の高齢者とそうでない高齢者との間でため込みの程度を比較する。
【方法】
参加者は高齢者 300 名であった。抱含基準は，65 歳以上であること，日本に居住していることであっ
た。除外基準は，精神科または心療内科に通院していること，服薬をしていること，認知症の自覚症
状があることであった。参加者は，自記式認知症チェックリスト（宮前他，2016），CIR 日本語版（土
屋垣内他，2015），Hoarding Rating Scale-Self-Report（Tsuchiyagaito et al., 2017）に回答し
た。本研究は岩手県立大学研究倫理審査委員会の承認を得た(承認番号 356，承認日 2022 年 3 月 17
日)。
【結果】
除外基準に該当する 36 名を除く 264 名を分析対象とした。平均年齢は 70.62 歳(SD = 4.98)，男女比は
1:1，男性は 132 名，既婚者は 213 名，一人暮らしは 47 名であった。CIR の平均点が 4 点以上の参加者
は 6 名（うち男性 2 名），そうでない参加者は 258 名であった（うち男性 130 名）。CIR の平均点が 4
点以上の参加者は，そうでない参加者と比較して，Hoarding Rating Scale-Self-Report のとり散らか
り（t(262) = 5.70, p < .01），捨てられない（t(262) = 3.21, p < .01），情動的苦痛（t(262) =
3.61, p < .01），および機能障害（t(262) = 3.02, p < .01）の得点が高かった。過剰入手について
は有意差が認められなかった（t(262) = 1.77, p = .08）。
【結論】
CIR の平均点が 4 以上の高齢者は，過剰入手を除くため込みの程度が顕著であることが示された。
演題発表に関連し、開示すべき COI 関係にある企業はありません。
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ポスター（P4-5）
Effects of training using Ankle Stretcher on the balance and gait ability of
the elderly: a randomized controlled study.
Minsoo Jeon1)、Youjin Kim2)
１ ） Department of Rehabilitation Medicine, College of Medicine, Chungnam
National University, Daejeon, Korea
２） Department of Obstetrics & Gynecology, College of Medicine, Chungnam
National University, Daejeon, Korea
【背景・目的】
A decrease in the range of motion of dorsiflexion in the elderly is a major risk factor for falls.
The reaction time of the ankle muscles to maintain balance is longer and ankle strength decrease
in the elderly than in the young significantly. The purpose of this study is to investigate the
effect of ankle joint training using an electric orthopedic exercise device ‘Ankle Stretcher’
on the balance and gait ability of elderly people, and to compare the effect with basic static
stretching techniques.

【方法】
Participants in this study were elderly people aged 65 to 75 years, who could walk independently
without any problems in lower extremity muscle strength or cognitive function. The Ankle Stretcher
ASM-200 (IT CO.,LTD, Gyeongsangbuk-do, KOREA), an electric exercise device for ankle joint, was
used for the study. A total of 10 subjects were randomly assigned to an experimental group and a
control group, 5 each with a probability of 1:1. Subjects assigned to the experimental group
performed ankle joint training using the Ankle Stretcher for 30 minutes a day. At this time, ankle
joint training was carried out by adjusting the maximum dorsiflexion and abduction angle of the
ankle joint where the Achilles tendon and surrounding muscles are stretched without feeling any
pain in the ankle joint and surrounding muscles. The control group was trained to push the wall
and performed it for 30 minutes per day. Subjects visited for 30 minutes a day, 5 times a week,
and performed ankle joint training for a total of 15 times for 3 weeks.
In order to verify the effectiveness of training using the Ankle Stretcher, Berg Balance Scale
(BBS) and Timed Up and Go test (TUG test) were performed before and after training.

【結果】
In the experimental group and control group, the average BBS scores before ankle joint training
were 53.8 and 53.6, respectively, and the scores after training were 54.4 and 54, respectively.
In the experimental group and control group, the average TUG test results before ankle joint
training were 8.83 seconds and 8.05 seconds, respectively, and the results after training were
7.52 seconds and 7.90 seconds, respectively. Therefore, there was no difference in the BBS score
between the experimental group and the control group, but the experimental group showed a greater
improvement in the TUG test. In the experimental group using the Ankle Stretcher, the average
dorsiflexion angle increased from 19.4 degrees to 23.2 degrees, and the average eversion angle
increased from 16.4 degrees to 20.4 degrees.

【結論】
Compared to basic static stretching techniques, ankle joint training using Ankle Stretcher is
helpful in improving walking ability in elderly people, and this can be expected to reduce the
risk of falls in elderly people. Larger sample size is required to warrant the result.
※COI：We do not have conflict of interest.
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ポスター（P5-1）
オンライン診療において好印象を抱く医療者の表情
～機械学習モデルを用いた検討～
鹿野あすな 1)、市倉加奈子 1)2)、横山仁史 3)、伊藤大輔 4)、村山孝之 5)、千葉宏毅 6)
村上健 1)7)、川守田拓志 1)7)、深瀬裕子 1)2)、田ヶ谷浩邦 1)2)
１）北里大学大学院医療系研究科
２）北里大学医療衛生学部保健衛生学科
３）広島大学大学院医系科学研究科
４）兵庫教育大学大学院学校教育研究科
５）金沢大学大学院人間社会環境研究科
６）北里大学医学部医学教育研究部門
７）北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科
【背景・目的】
昨今オンライン診療の需要は極めて高いが，無機質になりやすく，患者との信頼関係の構築が難しい
との課題もある。オンライン診療では対面より表情に注目が集まるため，医療者の表情が医療者－患
者関係に与える影響は大きいことが想定される。本研究では，模擬オンライン診療における医療者の
表情をアプリケーションによって解析し，患者が信頼できる医療者の表情について，機械学習モデル
を用いて判別できるかを検証する。
【方法】
研究対象者（一般健常者 33 名，医療従事者 12 名）を医療者役，研究補助者（模擬患者）を患者役とし
て，オンライン WEB 会議システム Zoom を用いた模擬オンライン診療（以下，面接）の実験を行った。
研究補助者は，A 大学模擬患者研究会から，年齢・性別・基礎疾患を考慮して 8 名を選出し，認知症の
母を抱えて不眠症状を訴える 60 代女性を演じるよう依頼した。患者役の感情変化と医療者役に対する
印象は面接前後の質問紙により評価された（カウンセラーに対する印象尺度，知覚された共感尺
度）。面接動画は，表情解析アプリケーション FaceReader（Noldus Information Technology）を用い
て，医療者役の表情に見られる感情（喜び・悲しみ・怒り・驚き・恐怖・嫌悪・軽蔑・中立，覚醒
度，感情価），頭部の動き（X/Y/Z 軸方向の動き）をサンプリングした。解析は，主成分分析により印
象尺度の合成得点をアウトカムとし，サポートベクター回帰アルゴリズムにより，患者が受ける印象
度の予測モデルを検証した。なお北里大学医療衛生学部研究倫理審査委員会にて審議され，非該当と
判断された。開示すべき COI は，第２著者が株式会社 Clinical Study Support よりアドバイザー報酬
を得ている。
【結果】
全ての特徴量（96 個）を用いたモデルから各特徴量の重要度係数が 0.4 以上のもの（10 個）を選択し
再学習したところ，予測精度が向上した。尚，重要度係数の高い特徴量は，嫌悪表情・覚醒度・頭部
の動きであった。
【結論】
オンライン診療の面接動画から機械学習を用いて，患者が信頼できる医療者の表情を予測できること
が示唆された。解析によると，真剣な表情ほど嫌悪や中立，怒りなどの表情として認識されやすいた
め，嫌悪や覚醒度は豊かな表情変化，頭部の動きは首振りや傾げ，頷き等の反応を表している可能性
があり，少なくとも医療者の表情変化と信頼関係には何らかの関連があると考えられる。今後，デー
タの蓄積やモデル精度の向上による，さらなる研究の発展が期待される。
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ポスター（P5-2）
医学教育がヘルスリテラシーと健康リスク認知方略に及ぼす影響
武田龍一郎 1)、楠元和美 1)、宮野秀市 1)、水口麻子 1)
１）宮崎大学 安全衛生保健センター
【背景・目的】
青年期は健康に関する価値観を醸成する大切な時期であり、中でも医療系学部で学ぶ学生らは、近い将来
の医療を担う人材であり、彼らのヘルスリテラシー（HL）や健康に係る認知特性を把握することは、行動医
学的な視点での人材育成にも重要と考える。本研究は大学生を対象に HL を調べ、また「肥満」や「交通事
故死」、「人工妊娠中絶」といった多様な健康に係るリスク事象の発生確率を予想させ、医療系学部と他の
理系学部の学生とで比較し、医学教育が HL と健康リスク認知方略に及ぼす影響を探索するものである。尚
本研究に際して演者らの利益相反はない。
調査 B の結果：健康リスク事象の発生確率推測値と実測値の比較

【方法】
研究期間：令和元年 6 月～令和 4 年 3 月
対象：所属大学の学部学生 325 名（うち
医学部 158 名、他は農・工学部）。
調査内容：無記名自記式で調査 A、調査
B を行った。調査 A；HL の調査のため、
国際比較に長けた HL の包括的評価であ
る European Health Literacy Survey
Questionnaire (HLS-EU-Q47)日本語版を
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【結果】
調査 A：学生の HL 総合点（50 点満点、高水準閾値は 33 点）の平均は 28.5±1.4 点で、国内の複数の先行
研究（一般市民、高齢者等を対象）に比べて、僅かながら高かった。所属学部での有意差は認めなかった。
調査 B：全ての項目で、医学部学生が有意に実測値に近い推測値であった。しかし全体としては稀な事象
ほど実測値とのかい離が大きい（過度に見積もる）傾向があり、他学部と同様であった。また「肥満」と
「人工妊娠中絶」については、かなり正確に認知していた。（上図）
【結論】
調査 A では、所属学部で HL 水準に差はないが、国内の一般市民と比べて HL は高水準であった。調査 B で
は、医学部学生がより正確な認知を示した一方で、全体では稀な事象を単調に過大に見積もる傾向を認め
た。これらのことは、HL や健康リスク認知といった能力は、他の要因や法則性の影響を強く受けるものの、
一定の範囲では大学での学び・医学の学びが、同能力の向上に寄与しているのではないか。
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ポスター（P5-3）
新型コロナウイルス感染症のヘルスリテラシーとワクチン 3 回目接種経験・意向との関連
平井啓 1,2), 加藤舞 1,2), 八木橋真央 2), 山村麻予 1,3), 三浦麻子 1,2)
１）大阪大学大学院人間科学研究科
２）大阪大学感染症総合教育研究拠点
３）関西福祉科学大学
【背景・目的】
感染予防行動はヘルスリテラシーにより特徴づけられ, ６つのセグメントに分けられることが平井
他（2021）で分かっている. 一般的な信念をもちつつ PCR 全員検査が必要だとする「多数派・社会防
衛」,リテラシーの高い「自己判断・自己防衛」,感染に対する脅威や予防を否定する「脅威否定」,情
報を取捨選択せずに取り入れる「デマ親和・楽観」, PCR 全員検査は不要と考える「警戒・自己防
衛」,少しでもリスクがある場合は自分以外の人も守る「過剰警戒・社会防衛」である.本調査では.そ
れらのセグメントの 3 回目ワクチン接種経験・意向, 実生活における行動について調査を行った.
【方法】
2022 年 3 月,平井他（2022）で対象とした 2846 名のうち再度回答した 1800 名に調査を行った.
ワクチンの接種経験や意向で計 13 項目の回答を求めた．行動面に関する項目として, オミクロン株
に対するリスク認知や重大性, ワクチンに対する脅威性, 平井他（2021）の感染予防行動, リスクテ
イク行動, 蔓延防止等重点措置などの私権制限の寛容度について, 27 項目で回答を求めた. 調査の実
施は, 大阪大学大学院人間科学研究科教育学系研究倫理委員会（承認番号 22007）による承認を受けて
行った.
【結果】
3 回目ワクチンの接種経験については, 「多数派・社会防衛」セグメントと「過剰警戒・社会防衛」
セグメントの割合が有意に高く, 「自己判断・自己防衛」セグメントの割合は有意に低かった. また 3
回目ワクチンを打っていない人の中での 3 回目のワクチン接種意向の有無についてはセグメントの割
合による有意な差は見られなかった. そして行動面に関する項目において, セグメントごとの一元配
置分散分析により脅威性と私権制限の寛容度以外のその他の尺度において有意な違いが見られた. ま
た多重比較において, 重大性では「自己判断・自己防衛」セグメントは他のすべてのセグメントより
有意に高く, 感染予防行動では「過剰警戒・社会防衛」セグメントは「脅威否定」セグメント以外の
全てのセグメントより有意に高く, リスクテイク行動では「デマ親和・楽観」セグメントは「脅威否
定」セグメント以外の全てのセグメントより有意に高かった.
【結論】
本研究により 3 回目ワクチン接種経験・意向や実生活における行動がセグメントごとによって異な
ることがわかった. 「自己判断・自己防衛」セグメントが他のセグメントと比較して 3 回目ワクチン
を接種していないことについて, 一方でオミクロン株に対する重大性の認知は他の全てのセグメント
よりも有意に高いことから, 3 回目ワクチンについて疑念を抱いている可能性があると考えられる.
※本発表において開示すべき利益相反はない
引用文献
平井啓・山村麻予・加藤舞・八木橋真央・三浦麻子（2022）.新型コロナウイルス感染症のヘルスリテ
ラシーとワクチン接種との関連, 日本心理学会第 86 回大会
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ポスター（P5-4）
Perception of human papilloma virus (HPV) vaccination during the COVID-19
pandemic
Yewon

Jung

1)

、Youjin Kim2)

１）Department of Obstetrics &
of Medicine, Chungnam National
２）Department of Obstetrics &
of Medicine, Chungnam National

Gynecology, Chungnam National University School
University Sejong Hospital
Gynecology, Chungnam National University School
University Hospital

【背景・目的】
As the preventive effects of the COVID-19 vaccine are emerging, it is likely that the general
perception of the vaccine has also changed. The objective of this study was to investigate
the impact of the COVID-19 pandemic on the perception of HPV vaccination.
【方法】
This study involved an offline survey of 161 women aged between 20 and 49 years who visited
the gynecologic clinic at Chung-nam National University Sejong Hospital from January 2021 to
June 2021. The questionnaire consists of items related to experience and knowledge of COVID19 and HPV viruses, as well as attitudes toward HPV vaccination.
【結果】
Knowledge about COVID-19 virus and HPV correlated positively with their experiences (p=0.011
and p=0.045, respectively). Positive attitude was increased and negative attitude was reduced
toward HPV vaccination in the COVID-19 pandemic era. Participants stated that accurate
information and cost reduction about HPV vaccine was needed to increase the HPV vaccination
rate.
【結論】
During the COVID-19 pandemic era, positive attitudes towards HPV vaccination have tended to
increase. To increase the HPV vaccination rate, public efforts are needed for further
information and cost reduction.

※We do not have conflict of interest
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