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学位の名称 授与年 主論文名 主論文名（英文）

博士（公衆衛生学） 2019
身体活動ガイドラインの認知・知識と身体活動・座位行動－地域在住高齢者における横断的関連の検討と文献レビューによる研究課題

の提案－

Awareness and knowledge of physical activity guidelines, physical activity, and sedentary behavior - Cross-

sectional association among community-dwelling elderly people and proposal of research agenda by

博士（医療マネジメント学） 2020 医薬品有害事象自発報告データによる薬剤併用を考慮した安全性評価：向精神薬使用による副作用の検討
Safety evaluation in combination of medications using spontaneous adverse event reports: adverse

reaction of psychiatric medications.

博士（医療マネジメント学） 2020 腎移植レシピエントの精神的ケアに関する研究 Study on mental care of kidney transplant recipients

博士（スポーツマネジメント学） 2020 中小企業勤労者の健康状態・健康行動の実態把握と健康支援のあり方に関する研究 Prevalence of Metabolic Syndrome and Lifestyle Characteristics by Business Type among Japanese

博士（スポーツマネジメント学） 2020 テニス選手が競技生活を通して獲得したライフスキルについて Life skills acquired by university tennis players through their competitive careers

博士（公衆衛生学） 2021 推定24時間尿中ナトリウム・カリウム排泄量比と腎機能低下の関連：将来の保健指導等の予防に活用するために-神戸研究
The relationship between estimated 24-hour urinary sodium-potassium ratio and renal funcion declince: for

the utilization of future health guidance-The KOBE study

博士（公衆衛生学） 2021 目撃のある院外心原性心停止患者における一般市民による蘇生行為の現状と予後に関する研究～心臓突然死を減らすため～
Prognosis of resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest witnessed by bystanders ～To reduce sudden

cardiac death～

博士（公衆衛生学） 2021 大規模臨床データベースを用いた手術の集約化における医療の質への影響評価に関する研究
Study on the evaluation of the impact on the quality of health care in the centralization of surgical

procedures using a large-scale clinical database

博士（公衆衛生学） 2021 経カテーテル大動脈弁留置術後の生命予後に関連する因子－術後経過と術前のリスク因子に着目して－
Factors related to mortality after transcatheter aortic valve imlantation: Focus on postoperative course and

preoperative risk factors.

博士（公衆衛生学） 2021 交流のために飲酒する規範がある離島における減酒支援策の提案―地域診断から簡易介入（Brief Intervention）の実施に基づいて―
The proposal for alcohol reduction measures on an island with many people drinking for communication

based on the district diagnosis and the Brief Intervention

博士（公衆衛生学） 2022 栄養メタボロミクスによる食因子バイオマーカーに関する疫学研究 An Epidemiological Study on Dietary Biomarkers in Nutrimetabolomics

博士（スポーツマネジメント学） 2022 膝前十字靭帯損傷の予防に関する研究 ―着地動作における足関節の動態がリスク因子に与える影響について―
Prevention of anterior cruciate ligament injuries of the knee - Effects of ankle joint biomechanics on ACL

injury risk factors during sigle leg drop landing -

博士（公衆衛生学） 2022
首都圏（都心部）の在宅高齢者 (85 歳以上）におけるヘルシーエイジングへの環境・社会・行動因子の影響経路分析　-縦断コホート

研究 The Tokyo Oldest Old survey on Total Health より-

ASSOCIATION OF SUBJECTIVE WELL-BEING WITH PERSONALITY TRAITS, HEALTH STATUS AND

SOCIAL RELATIONSHIPS IN THE ELDERLY AGED 85 AND OLDER: FINDINGS FROM LONGITUDINAL

COHORT STUDY OF THE TOKYO OLDEST OLD SURVEY ON TOTAL HEALTH(TOOTH) STUDY.

博士（公衆衛生学） 2023

地域在住85歳以上の高齢者集団における食事パターンと身体活動、身体機能との関連 －The Tokyo Oldest Old Survey on Total Health

studyによる横断的検討－

The relationship between dietary patterns with physical activity and physical performance in community-

dwelling 85+ population: Cross-Sectional Study from The Tokyo Oldest Old survey on Total Health study

博士（医療マネジメント学） 2023 Coding Based Frailty and Clinical Outcomes in Community Settings:A Cohort Study

博士（医療マネジメント学） 2023 高齢入院患者における多様な病態像の評価構造と経時的推移に関する研究 Structure and transition of various health status among elderly inpatients


