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吉田 穂波 
 

1 著書 

1) 吉田穂波、滝本秀美．母子保健： In「社会・環境と健康 2022-2023」 In press

 南江堂 東京 2021 

2) 吉田穂波．あかちゃんとママを守る防災ノート、受援力のススメ．日本家族計画協会．

東京 2020 https://www.jfpa.or.jp/material/bousainote_1014.pdf 

 

2 学術論文 

【原著論文（査読あり）】 

1) Kato, N., Sauvaget, C., Yoshida, H. et al. Factors associated with birthweight 

decline in Japan (1980–2004). BMC Pregnancy Childbirth:21:337 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s12884-021-03819-0 

【総説論文（査読あり）】 

1) 吉田穂波．風疹・麻疹・水痘・ムンプスの抗体検査とワクチン接種．微研ジャーナル．

43（3）:3-16. 2020 

2) 吉田穂波．新型コロナウィルス感染症の影響による乳幼児健診率及びワクチン接種の

現状．微研ジャーナル．44（1）:3-16. 2021 

3) 吉田穂波. 産後の女性の心と身体 . チャイルドヘルス . 24(3): 175-178．2021 

4) 吉田穂波．新型コロナウイルス感染症の重症化リスクの高い人々への対策（母子保健）．

神奈川県公衆衛生学会誌．66:42-47．2021 

5) 吉田穂波．ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症と HPV 検査及び HPV ワクチン

接種の現状．微研ジャーナル．44（2）:3-12. 2021 

 

3 その他の著作 

【総説論文（査読なし）】 

1) 吉田穂波, 小野眞史 , 竹内千惠子．メディカルコーチングの基本と活用．【連載第 1 回】

対患者・医療職間のコミュニケーションを円滑に ! メディカルコーチングの基本と活

用 外来で活用できるコーチングスキル．継続看護時代を担う体質強化 外来看護．

25(2):96 – 102．2020 

2) 吉田穂波, 吉田敦．新型コロナウイルス感染症と向き合うために  : 公衆衛生医師の視

点と親の視点から．福祉のひろば．242:46 - 51  2020 

3) 人に頼ることで、自分も相手も幸せになれる！月刊清流．No.315 2020 年 7 月号 

4) 小野眞史, 吉田穂波 , 竹内千惠子. メディカルコーチングの基本と活用．【連載第 2 回】

対患者・医療職間のコミュニケーションを円滑に ! メディカルコーチングの基本と活

用 外来で活用できるコーチングスキル．継続看護時代を担う体質強化 外来看護．

25(3) :126 – 133．2021 

5) 小野眞史, 吉田穂波 , 竹内千惠子. メディカルコーチングの基本と活用．【連載第 3 回】

対患者・医療職間のコミュニケーションを円滑に ! メディカルコーチングの基本と活

用  外来看護でのコミュニケーション② 対患者コーチング :適応と開始時の注意

 継続看護時代の外来看護．25(4) :131 – 137．2021 
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6) 吉田穂波．あかちゃんとママを守る防災ノート．防災フロントライン．月刊 NOW 

IS.Vol.55 宮城県震災復興本部 2020  

7) 小野眞史, 吉田穂波 , 竹内千惠子. 対患者コーチング：安全に使えるスキルと注意す

べきスキル．【連載第 4 回】対患者・医療職間のコミュニケーションを円滑に ! メデ

ィカルコーチングの基本と活用  外来看護でのコミュニケーション③ 対患者コーチ

ング:安全に使えるスキルと注意すべきスキル  継続看護時代を担う体質強化 

外来看護．26(1) :126 – 133．2021 

8) 吉田穂波．受援力のススメ．家族と健康．803:3．2021 

9) 吉田穂波. 医師の仕事に広がりと可能性を . 総合診療. 31(5): 661-667．2021 

 

4 学会，協会，公的団体の委員など  

1) 神奈川県公衆衛生協会 企画・学術部会委員  

2) 日本公衆衛生学会 広報 e ラーニング委員会委員  

3) 日本周産期メンタルヘルス学会 評議員 

4) 神奈川県平塚保健福祉事務所 母子保健委員会アドバイザー  

5) 神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室アドバイザー  

6) 神奈川県政策局ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室神奈川 ME-BYO リビン

グラボ専門委員  

7) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務局参与  

8) 厚生労働省医政局医道審議会専門委員  

9) 日本家族計画協会 研究倫理審査委員・倫理委員  

 

5 社会貢献 

1) 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部搬送調整担当者  

2) 神奈川県リビングラボ事業審査委員  

3) 神奈川県未病アンバサダー事業アドバイザー  

神奈川県健康推進協会 未病副読本医療監修  

4) 神奈川県公衆衛生協会 企画・学術部会委員  

5) 神奈川県と花王の協定による神奈川県女性における未病改善の調査ならびに啓発事

業 

6) 神奈川県と花王の協定による神奈川県女性における新型コロナウィルスの健康影響

に関する調査事業  

7) 神奈川県平塚保健福祉事務所 妊娠期から産後までの切れ目ない支援ならびに児童

虐待防止事業アドバイザー  

8) 神奈川県看護協会 助産師職能委員会災害研修事業講師  

9) 神奈川県鎌倉保健福祉事務所 令和 2 年度 DHEAT 研修事業企画委員 

10) 日本公衆衛生学会 広報／ｅラーニング委員会委員  

11) 厚生労働省医政局医道審議会 専門委員 

12) 厚生労働省新型コロナウィルスに関連した感染症対策に関する厚生労働省対策推進

本部事務局 参与 
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6 講演，放送 

1) 「コロナ禍での災害時母子避難のあり方は？」朝日新聞．20/06/23 

2) 「子育て家族のメンタルケア」講師 すくすく子育て．NHK 教育．2020/6/27 

3) 「産休前の仕事引き継ぎ  コロナ禍で意識すべきこと」 日経 DUAL 2020/6/30 

4) 「被災地の声に学ぶ。災害時の母子支援と防災」講師 東日本大震災 音声アーカイ

ブス ～あれから、そして未来へ～．NHK ラジオ第一放送 2019/07/13 

5) 「宮城県災害医療従事者研修会」講師 災害医療 ACT 研究所 2020/7/19 

6) 「女性の健康と未病」講師 ME-BYO スタイルスキルアップ勉強会 神奈川県庁 

2020/7/30 

7) 「医療と健康」講師 お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科 2020/9/3 

8) 「公衆衛生に係る人材の確保・育成に関する調査および実践活動報告」全国保健所

長会「地域保健総合推進事業」主催者 2020/6/13 

9) 全国保健所長会「地域保健総合推進事業 公衆衛生医師サマーセミナー2020 オンラ

イン」ファシリテーター 2020/8/22 

10) 「ＮＨＫパパママフェスティバル」パネル NHK 名古屋放送局．2020/10/31-11/1 

11) 第 79 回日本公衆衛生学会総会 自由集会「オンライン公衆衛生医師の集い」ファシ

リテーター 2020/10/20 

12) 国立保健医療科学院 地域保健臨床研修専攻科「医師のキャリア」講師 

2020/10/26 

13) 「女性のからだ・健康と受援力」講師 男女共同参画センター横浜（フォーラム） 

2020/ 11/12 

14) 「東日本大震災から考える備え・防災ノート&ポーチ」講師 あかちゃんとママを

守る防災ワークショップ 2020/ 11/13 

15) 「公衆衛生学の観点から見る粘膜免疫と新型コロナウィルス感染症対策」講師 大

塚製薬株式会社 2020/11/25 

16) 神奈川県看護協会 助産師職能研修「災害時母子救護の現状」講師 2020/11/27 

17) 長野県松本保健所「災害時の母子を守るための支援を考える」講師 2020/12/11 

18) おやこ防災チャレンジデー（東京都中野区主催）「災害時に大切な人を守るために」

講師 2020/12/13 

19) 三重県母子保健コーディネーター養成研修「新型コロナウィルス感染症下における

災害時の母子支援」講師 2020/12/21 

20) 日本病院会 医療安全管理者養成講習会ファシリテーター 2020/12/25、

2021/1/30-31 

21) あかちゃんとママを守る防災ワークショップ「2021 年に赤ちゃんを迎えるプレマ

マ・パパさんへ 出産する前に知りたい子どもの安全」講師 2021/1/9 

22) 徳島大学令和２年度防災特別研究プロジェクト「コロナと地震、複合災害から子ど

もと家族の命をまもるために」講師 2021/2/2（オンライン開催）  

23) 香蘭女子大学「理想の人生をデザインするために」講師 2021/2/16（オンライン開

催） 
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24) 帝京大学大学院公衆衛生学研究科 健康危機管理「アドバンスセミナー」「女性・乳

幼児に焦点を当てた避難所運営ゲーム実施を通じた災害対策」講師 2021/2/16 

25) 読売新聞社「未病シンポジウム」女性の未病と健康支援講師 2021/2/17 

26) 神奈川県助産師会「災害時の妊産婦・母子支援の実際」講師 2021/2/27 

27) 渋谷クロス FM 防災カフェ・ゲストコメンテーター 2021/3/10 

28) 日本家族計画協会「災害時母子支援オンライン HUG 研修」2021/3/13 

 

7 学会等での活動  

1) 吉田穂波、松本良二．地域包括ケアと災害医療対策 1：更なる広がりを目指して（３）

災害対応を通じた平時の母子保健体制強化とネットワーク構築．第 79 回日本公衆衛

生学会総会．シンポジウム  A3-4（オンライン）2020 年 10 月 

2) 吉田穂波．災害対応を通じた平時の母子保健体制強化とネットワーク構築．第 26 回

日本集団災害学会総会．小児周産期シンポジウム（オンライン）2021 年 3 月 

3) 吉田穂波．避難所における組織横断的な母子支援体制の必要性．第 26 回日本集団災

害学会総会．避難所運営シンポジウム（オンライン）2021 年 3 月 

 

8 学内教育活動 

1) ヘルスコミュニケーションコース 担当教員  

2) 健康危機管理学コース 担当教員 

3) 未病のライフデザイン ゲストスピーカー  

4) 健康行動科学 ゲストスピーカー  

5) 修士論文指導教員  

6) コンケン大学連携ワークショップ（フィールドワーク 1B） 担当教員 

 

9 学内各種委員会活動  

1) 国際協働部会委員（全学）  

2) 入試委員会委員（ヘルスイノベーション研究科）  

3) 教務委員会委員（ヘルスイノベーション研究科）  

 

10 科学研究費補助金，その他の補助金などの受託  

1) 厚生労働行政推進調査事業費補助金：成育疾患克服等次世代成育基盤研究事業  

期間: 2018 年度 ～2020 年度 

研究課題名：乳幼児の身体発育及び健康度に関する調査実施手法及び評価に関する研

究（研究代表者：横山徹爾）研究分担者  

2) 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援  

期間：2020 年度 ～2021 年度（文部科学省)  

研究課題名：新型コロナウィルス対策に配慮した災害時の避難母子支援システム構築

に向けた課題抽出  3,000 千円 研究代表者  

3) 科学研究費助成事業 基盤研究（Ｃ）  
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期間:2020 年度 ～2022 年度 

研究課題名：大規模災害後の災害弱者の孤立化防止の為の避難フェーズ別効果的介入

モデルの開発 （研究代表者：崎坂香屋子）  4,420 千円 研究分担者  

4) 厚生労働行政推進調査事業費補助金：地域保健総合推進事業  

期間: 2020 年度 ～2022 年度 

研究課題名：公衆衛生医師の確保と育成に関する調査及び実践事業（研究代表者：武

智浩之）研究協力者  

5) 厚生労働行政推進調査事業費補助金：成育疾患克服等次世代成育基盤研究事業  

期間: 2019 年度 ～2020 年度 

研究課題名：「災害に対応した母子保健サービス向上のための研究」（研究代表者：小

枝達也）研究協力者  

6) 厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業  

期間: 2019 年度 ～2021 年度 

研究課題名：「国土強靭化計画をふまえ、地域の実情に応じた災害医療提供体制に関

する研究」（研究代表者：小井土雄一）分担研究課題「周産期・小児医療提供体制に

関する研究」研究協力者 

【産学連携共同研究】 

1) 株式会社 Femmes Médicaux 様、三菱地所株式会社様による「丸ノ内働き女子」調

査・研究アドバイザー  

2) 神奈川県―花王「ME-BYO（未病）女性支援」事業 医療監修・調査アドバイザー  

3) 医療法人 ADC 疫学調査研究 アドバイザー  

                               


