
平成29年度～令和2年度　研修会開催状況一覧

データ分析に関する研修会 保健事業に関する研修会 データ分析に関する研修会 保健事業に関する研修会

9月25日（金） 9月30日（水） 10月14日（水） 10月21日（水） 6月18日(火） 6月28日(金） 8月6日(火） 8月16日(金） 10月2日(水) 10月29日(火) 11月18日（月） 12月11（水）

13：30～16：30 14：30～17：00

東京都保険者協議会
ホームページ

研修会専用サイト

東京都保険者協議会
ホームページ

研修会専用サイト

エッサム神田
ホール2号館
3階大会議室

東京都医師会
館

２階講堂

東京都医師会館
２階講堂

東京都医師会館
２階講堂

69人 66人 78人 76人
245保険者

（申し込み保険者数）
204保険者

（申し込み保険者数）
118人 102人 53人 43人 69人 60人 163人 210人参加人数

226保険者
（申し込み保険者数）

①東京女子医科大学
糖尿病・代謝内科学講座
教授・講座主任
糖尿病センター センター長
馬場園　哲也　氏

②すかいらーくグループ健康
保険組合
常務理事　酒匂　堅次　氏

③公益社団法人地域医療振
興協会
ヘルスプロモーション研究セン
ター
センター長　 中村 正和 氏

③足立区 衛生部 データヘル
ス推進課
保健師　北川　ゆかり　氏

講師
及び

事例発表者

①東京大学　未来ビジョン研
究センター
データヘルス研究ユニット
客員研究員　柿沼　美智留 氏

学校法人東京医科大学
東京医科大学八王子医療
センター
糖尿病・内分泌・代謝内科
理学療法士・日本糖尿病療養
指導士・健康運動指導士
天川　淑宏　氏

①東京大学未来ビジョン研究セン
ター
データヘルス研究ユニット
客員研究員　柿沼　美智留　氏

東京都立大学　名誉教授
プレミアム・カレッジ　特任教授
篠田　粧子　氏

帝京大学大学院
公衆衛生学研究科
研究科長・教授
福田　吉治　氏

東京大学未来ビジョン研究セ
ンター
データヘルス研究ユニット
特任教授　古井　祐司　氏

順天堂大学大学院 医学研究
科先端予防医学・健康情報
学
特任教授　福田　洋　氏

②神奈川歯科大学
大学院歯学研究科 災害医療・社
会歯科学講座
教授　山本　龍生　氏

③地方独立行政法人大阪府立病
院機構
大阪国際がんセンター がん対策
センター 疫学統計部
副部長　田淵　貴大　氏

②日本アイ・ビー・エム健康保
険組合　予防歯科
歯学博士　加藤　元 氏

③「 喫煙・禁煙に関する基礎
的事項について」

東京都医師会館 2階講堂 東京都医師会館 2階講堂

帝京大学大学院
公衆衛生学研究科
研究科長・教授
福田　吉治　氏

国立保健医療科学院
生涯健康研究部
部長・医学博士
横山　徹爾 氏

研修
テーマ

①「特定健診・特定保健指導
制度について」

「糖尿病を予防するための特
定保健指導対象者への運動
の意義とその実践指導法につ
いて」
～各専門職が指導する上での
ポイント～
「動きたくなるカラダ」と「動ける
ココロ」

「データヘルス計画の評価と見
直し」
～中間評価に向けて個別保健
事業のPDCAサイクルを回そう
～

「第二期データヘルス計画の
PDCAを回すためのデータの
活用」

①「特定健診・特定保健指導制度
について」
(動画再生回数　892回）

「食生活の変化でうまれた新たな
課題－時間栄養学と腸脳相関
－」

「特定保健指導のこれまでとこ
れから」～実施率をあげるた
めのポイントと工夫～

「第2期データヘルス計画・
中間評価について」
(動画再生回数　765回）

「コロナ禍だからできる実施率
とヘルスリテラシーを爆上げ
する保健指導（仮）」

②「歯科から考える 生活習慣病
対策」
(動画再生回数　565回）

③「 新型タバコのリスク ―タバコ
問題全般・新型コロナ問題も―」
(動画再生回数　505回）

②「全身の健康づくりの一環と
しての歯科口腔保健」

初級編 専門職編

時　　間 10：00～16：15 13：30～16：30 13：30～16：30

中・上級編

13：30～16：30 13：30～16：30

①【講義】
「糖尿病とは何か」
～糖尿病重症化予防事業に
取り組むための基礎知識～

②【事例発表Ⅰ】
「糖尿病重症化予防対策」

③【事例発表Ⅱ】
　「足立区 糖尿病性腎症重
症化予防事業

開催日

令和2年度

初級編 専門職編 中・上級編

＜動画配信期間＞
7月20日（月）9時00分～
8月14日（金）23時59分

＜動画配信期間＞
12月1日（火）9時00分～
12月18日（金）23時59分

≪予定≫

＜動画配信期間＞
7月20日（月）9時00分～
8月14日（金）23時59分

場　　所 ＡＰ市ヶ谷　６階　Cルーム 東京都医師会館　２階講堂
東京都保険者協議会

ホームページ
研修会専用サイト

令和元年度

別添4



データを活用した保健事業の
取組事例発表会

初級編
データ分析部会

アンケート調査に係る研修会

6月13日（水） 6月27日（水） 8月7日（火） 9月25日（火） 10月5日（金） 10月11日（木） 3月6日（水） 6月5日（月） 8月8日（火） 8月10日（木） 3月12日（月）

13：30～16：30 10：00～16：40 13：30～16：30

東京都医師会館
２階講堂

東京都医師会館
２階講堂

東京都医師会館
２階講堂

138人 128人 61人 70人 83人 69人 232人 248人 82人 74人 179人

②【事例発表Ⅰ】
  「健康診断関連の取組ICTを活
用した減量対策事業　医療機関
未受診者への取組」

③【事例発表Ⅱ】
「平成30年度 データを活用した
保健事業の取組事例発表会」

④【事例発表Ⅲ】
「保健指導対象者以外(含予備
軍)への発症･重症化予防の取
組」

⑤【事例発表Ⅳ】
「問診票を活用した禁煙サポー
ト」

②綜合警備保障健康保険組合
常務理事　宮沢　弘芳　氏

③ノバルティス健康保険組合
事務局
主査　下野　真章　氏

④ジブラルタ健康保険組合
理事長　八巻　正明　氏

⑤東京土建国民健康保険組合
健康増進課
保健師　 山藤　愛子　氏

①厚生労働省 保険局
医療介護連携政策課
データヘルス・医療費適正化対策推進室
主査　飯村 祥子 氏

神奈川県立保健福祉大学
保健福祉学部 栄養学科
大学院保健福祉学研究科
栄養領域
准教授　佐野 喜子 氏

あいち健康の森健康科学
総合センター
センター長
津下　一代 氏

②公益財団法人日本対がん協会
参事（禁煙推進、対がん事業開発）
望月 友美子 氏

③独立行政法人国立病院機構
久里浜医療センター
医師　瀧村 剛 氏

東京大学大学院
医学系研究科
医療コミュニケーション学分野
助教　奥原 剛 氏

③公益社団法人地域医療振興協会
ヘルスプロモーション研究センター
センター長　中村 正和 氏

①厚生労働省保険局
医療介護連携政策課
データヘルス・医療費
適正化対策推進室
保健事業推進専門官
片山 聡子 氏

①東京大学政策ビジョ
ン研究センター
データヘルス研究ユ
ニット
柿沼 美智留 氏

順天堂大学 国際教養学部
グローバルヘルスサービス領域
教授／医学博士　田村 好史 氏

「あなたが運動しない理由と対策」 「健康行動を促すチラシや文書の作り方」

ベルサール九段
3階ホール

①「特定健診・特定保健指導の概要」

 「健康無関心層の行動変容を促す保健指導の
実際」

「保険者が担うこれからの保健事業
第2期 データヘルス計画
第3期 特定健康診査等実施計画」

②「脱タバコ社会におけるタバコ産業のデバイ
スチェンジ」

③「後悔しないお酒との付き合い方」

平成29年度

専門職編 中・上級編

10月20日（金）

13：30～16：30 13：30～16：30

269人

東京区政会館　10階会議室
（東京都国民健康保険団体連合会内）

②神奈川歯科大学 大学院歯学研究科
口腔科学講座 社会歯科学分野
教授／博士（歯学）　山本 龍生 氏

②「歯科から考える生活習慣病対策」

③「喫煙・禁煙に関する基礎的事項について」

①「第3期 特定健診・特定保健指導の概要」

東京都医師会館
２階講堂

平成30年度

13：30～16：3010：30～16：50

初級編 専門職編 中・上級編

「第2期データヘルス計画の推進
に向けて～アンケート調査から
見えたデータ分析の現状と課題
～」

東京大学政策ビジョン研究セン
ター
データヘルス研究ユニット
特任教授
古井　祐司 氏

①東京大学政策ビジョン研究セ
ンター
データヘルス研究ユニット
特任教授
古井　祐司 氏

①【講義】
「保健事業の実施に係るPDCA
及びデータヘルス・ポータルサイ
ト等について」

東京都医師会館
２階講堂

東京都医師会館
２階講堂

13：30～16：30


