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吉田 穂波（ヘルスイノベーション研究科） 
 
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」第 7版 南江堂 

東京 2023 （In press） 

2) 吉田 穂波．「時間がない！」から，なんでもできる（文庫版）．サンマーク 東京 2022 

 

2 学術論文 

1) 徳野 慎一, 吉田 穂波, 中森 知毅．神奈川県における新型コロナウイルス感染症への医

療対応．神奈川県立保健福祉大学誌 = Journal of Kanagawa University of Human 

Services 19(1) 11-17 (2022) 

2) 江頭 勇紀, 渡邊 亮, 吉田 穂波, 鄭 雄一, 西海 昇．新型コロナウイルス感染症下にお

ける県立大学と広域自治体の連携事例：神奈川県 EBPM プロジェクトの成果と課題．日本

公衆衛生雑誌 advpub (2022) 

 

3-1．その他の著作：総説論文（査読あり） 

1) 吉田 穂波．新型コロナウイルス感染症対策をふまえた災害時の母子保健支援．新型コ

ロナウィルス関連情報特設サイト．新型コロナウイルス関連 e-ラーング教材・参考資料．

日本公衆衛生学会．https://www.jsph.jp/covid/files/838AE7.pdf 

2) 吉田穂波．災害時に母子を支えるために―心理的安全性を築く拠点づくりの重要性―．

In: 特集「避難所の現状と課題」．地域保健. 7:28-34. 2022 

3) 吉田穂波．新型コロナウィルス感染症とリプロダクティブ・ヘルス～全国避妊教育ネッ

トワーク会員調査から明らかになった女性支援の課題～．思春期学．40(2):219-225．2022 

4) 吉田穂波．頼るスキルと子育て : 「受援力」を磨き,子育ての味方を増やす—特集 子ど

もを育てる 親子が育つ : 時代がかわっても大事にしたいこと．チャイルドヘルス．

25(10) :760-764 (2022) 

 

3₋2．その他の著作：総説論文（査読なし） 

1) 吉田穂波．「だれひとり取り残されない」災害支援―東日本大震災後のリプロダクティブ

ヘルス―．In: 特集 公衆衛生・医療の新たな世界観．保健の科学. 64(3):165-170 

(2022)  

2) 吉田 穂波，町田 宗仁，名越 究，武智 浩之，宮園 将哉，山本 長史，横山 勝教，杉山 雄

大，藤井 仁，尾島 俊之．公衆衛生医師の人材育成・確保における調査レビューと今後の

課題．公衆衛生情報．10:28₋29（2022） 

3) 吉田穂波．保育士のセルフケアとストレスマネジメント．HOIKU ENJOY. 12:2-3 (2022)  

4) 吉田穂波．「頼るスキル」の磨き方（連載 10回）．教育新聞. 2022/12/19～2023/1/19 (2022)  

5) 吉田穂波．「頼る」スキルの磨き方（連載 4 回）．KADOKAWA オンライン「ヨメルバ」．2023

年 02月 18日～2023 年 03 月 11日 

6) 親子で学ぶ「頼る力」の磨き方【連載 3回】．主婦と生活社 CHANTO WEB，2023 年 8月 29

日 

 

https://www.jsph.jp/covid/files/838AE7.pdf
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3₋2．取材協力 

1) 妊産婦の避難所 整備半ば．日本経済新聞 東京版，2023年 3月 16日 

2) チューモク「妊婦の避難所」．「ニュース LIVE！ゆう５時」，NHK ．2023 年 2月 27日 

3) ５分刻みの超短時間の勉強法．スタディサプリ進路 #高校生なう．リクルート「スタディ

サプリ」，2023年 1月 25日 

 

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) 平塚保健福祉事務所 母子保健委員会アドバイザー 

5) 神奈川県政策局政策局 いのち・未来戦略本部室アドバイザー 

6) 神奈川県政策局政策局 いのち・未来戦略本部室最先端医療産業グループ 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) 厚生労働省医事課 医師国家試験出題基準改定部会 改善検討部会委員 

10) 日本家族計画協会 研究倫理審査委員・倫理委員 

11) 神奈川県新型コロナウイルス感染症対策推進本部搬送調整班医師 

 

5 社会貢献 

① 神奈川県政への貢献 

1) 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 

担当部署：神奈川県 政策局 いのち・未来戦略本部室 未病産業グループ 

2) 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 

担当部署： 神奈川県 政策局 いのち・未来戦略本部室 未病産業グループ 

3) 神奈川県リビングラボ事業審査委員 

担当部署： 神奈川県 政策局 いのち・未来戦略本部室  最先端医療産業グループ 

4) 神奈川県未病アンバサダー事業アドバイザー 

担当部署： 神奈川県 政策局 いのち・未来戦略本部室 未病産業グループ 

5) 神奈川県新型コロナウィルス対策本部参与 

担当部署： 神奈川県 健康医療局医療危機対策本部室 災害医療グループ 

6) 神奈川県新型コロナウィルス搬送調整班委員 

担当部署： 神奈川県 健康医療局医療危機対策本部室 災害医療グループ 

7) 神奈川県公衆衛生協会 企画・学術部会委員 

担当部署： 神奈川県健康医療局 健康増進課 

8) 神奈川県新型コロナウィルス予測モデル開発事業 

担当部署： 神奈川県健康医療局 健康増進課 

9) 神奈川県 ME-BYO ブランド事業審査委員 

担当部署： 神奈川県 政策局 いのち・未来戦略本部室  最先端医療産業グループ 
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②県民への啓発・教育 

1） 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 

2） 神奈川県 リトルベビーハンドブック事業 検討委員 

担当部署：神奈川県 医療健康局 健康増進課 母子保健グループ 

3） 神奈川県認知症施策推進協議会 ワーキンググループ構成員 

担当部署：神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 高齢福祉課高齢福祉グループ 

4） 神奈川県看護協会 助産師職能委員会災害研修事業 

5） 神奈川県と花王の協定による女子高校生未病事業 

担当部署：神奈川県 政策局 いのち・未来戦略本部室 未病産業グループ 

6） 神奈川県 ME-BYO サミット神奈川 2022「自分らしく，輝く為に～しなやかな働き方・暮ら

し方～」シンポジウム演者 2022年 11月 9日 

担当部署：神奈川県 政策局 いのち・未来戦略本部室 未病産業グループ 

7） 神奈川県 ME-BYO アンバサダー啓発事業 アドバイザー 

担当部署：神奈川県 政策局 いのち・未来戦略本部室 未病産業グループ 

8） 神奈川県新型コロナウィルス LINE による感染予防啓発  

担当部署： 神奈川県 健康医療局医療危機対策本部室 災害医療グループ 

9） 横浜市男女共同参画推進協議会アドバイザー 

担当組織：公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会 

10）神奈川県リビングラボ事業 倫理審査委員 

担当組織：特定非営利活動法人 地域健康プラン 

 

6 講演 

1) 公益社団法人日本青年会議所長崎ブロック協議会 長崎カンファレンス 「頼るスキル

の磨き方」 2022/6/4, 佐世保市 

2) お茶の水女子大「医療と健康」講義 2022/6/16，6/30 

3) 愛知県知立市保健センターこころと命の講演会「あなたの大切な人を守るために」 

2022/6/25 

4) 石巻赤十字病院災害医療研修センター災害救護課 認定 NPO 法人 災害医療 ACT 研究所

「災害時における妊産婦，母子支援の実際」2022/6/25,10/16 

5) テンダーラビングケアサービス「保育士のための，子どもの健康とコロナ禍」 2022/7/2，

1/25 

6) 多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援部「地域の中で人と人とが安心してつながれ

る方法とは？」 2022/7/5 

7) 日本家族計画協会令和 4 年度 厚生労働科学特別研究事業報告 受援力発揮セミナー講

師  2022/7/22 

8) 株式会社 HR インスティテュート「組織内の「お互い様」を増やすー受援力を高める為に，

弱さをみせあうには－」 2022/7/22 

9) 神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課母子保健グループ「低出生体重児の健康手帳

の検討会」講師 2022/7/28，9/21 
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10) 鳥取県看護協会 助産職能委員「災害時の対応を考えよう」2022/7/29 

11) 東京都総務局総合防災部 「防災ウーマンセミナー」（職場編）2022/8/15 

12) 青森県看護協会 ナースセンター「あなたは，頼っていい～受援力のススメ～」 

2022/8/17 

13) 全国保健所長会・日本公衆衛生協会 若手医師・医学生セミナー「頼るスキル（受援力）

と組織づくり」2022/8/20 

14) 明治安田こころの健康財団「災害時の子育て」講師 2022/8/30 

15) 横浜市男女参画推進協会令和 4 年度「からだと性に関する相談の振り返りの会」 講師  

2022/10/6 

16) 港区社会福祉協議会 「受援力のススメ」講師 2022/10/16 

17) もりおか女性センター「シングルマザー支援講座」講師 2022/10/23 

18) NPO法人周生期医療支援機構 恵寿総合病院 ALSO-Japan 更新コース講師 2022/11/6 

19) 草加八潮医師会在宅医療サポートセンター「自分だけ抱え込まないような環境づくり」

2022/11/17 

20) 船橋市立海神中学校 受援力講座 2022/12/1 

21) 明治安田こころの健康財団「産後のメンタルヘルス」 2022/12/2 

22) 東京都総務局防災管理課 令和 4 年度女性消防団員に係る定着促進に係るセミナー講師 

2022/12/11 

23) 中井町福祉課「中学生向け自殺予防対策講演会」講師 2022/12/16 

24) 全日本鍼灸マッサージ師会スポーツ・災害対策委員「災害時周産期支援」講師 2022/12/18 

25) 世田谷区「令和４年度 世田谷区福祉避難所（母子）図上訓練・勉強会」講師 2023/1/13 

26) 日本家族計画協会「災害時母子支援」研修講師（オンライン） 2023/1/23 

27) 横須賀市教育委員会生涯学習課人権啓発講座「暮らしの中の人権を考える」講師 

2023/2/1 

28) 厚木市 令和４年度家庭教育情報提供講演会「子どもの個性を活かすために」講師 

2023/2/15 

29) 宮城県看護協会助産師職能研修「災害時の母子支援」講師 2023/2/18 

30) 小松市保育士向け研修講師「保育士向けチーム力向上コミュニケーション講座」講師 

2023/2/21 

31) 関東ブロック１９都県市里親会「第３回 次世代人材育成セミナー」講師 2023/2/25 

32) テンダーラビングケアサービス「保育士のための，子どもの健康とコロナ禍」講師  

2023/3/1 

33) 認定特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構「相談力・受援力を高めたい！あなたに

備わる相談力を引き出すには？」講師 2023/3/13 

34) 明治安田こころの健康財団「乳幼児の健康」講師 2022/3/22 

 

7 学会等での活動 

1) 「公衆衛生医師の確保と育成に関する調査および実践事業」 地域保健総合推進事業（全

国保健所長会協力事業）シンポジウム 16（座長） 第 81回 日本公衆衛生学会．2022/9/8 

甲府市 

2) 塚原 紘平，海野信也，髙村 ゆ希，吉田 穂波，岬美穂他．災害時小児周産期リエゾン
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養成の現状と課題．第 28回日本集団災害学会総会．2023/3/11 

 

8  学内教育活動 

（学科） 

1) 人間総合学科「疾病と治療Ⅱ」婦人科疾患講義 2コマ 2回 

2) 看護学科「声明を宿し産む仕組みの障害」講義 2コマ 

3) 栄養学科「公衆衛生学Ⅰ」講義（12月 10日） 2コマ 

（修士課程） 

4) ヘルスコミュニケーション（ヘルスイノベーション研究科，科目責任者） 

5) 健康危機管理（ヘルスイノベーション研究科，副科目責任者） 

6) 未病の社会システム「Childhood Health」（ヘルスイノベーション研究科） 

7) ヘルスイノベーション演習基礎（ヘルスイノベーション研究科） 

8) ヘルスイノベーション演習（ヘルスイノベーション研究科） 

9) ヘルスイノベーション特別研究（ヘルスイノベーション研究科）：指導教員担当学生 6名

に対し，研究テーマ設定や研究の進め方，分析手法，結果の解釈や吟味，修士論文遂行と

発表内容の改善についてアドバイスを行った 

1）主指導教員 

1．高橋 明子（M4) 

2．荒川 久美（M3) 

3．平林 雄太郎（M1) 

4．矢澤 瑞季（M1) 

2）副指導教員 

1．宇野澤 慶繁（M2) 

2．草深 鉄平（M2) 

3．伊藤 敏明（D1) 

3）主査 

1．山口 千尋 

2．庄野 怜美 

4）副査 

1．白石 敬仁 

2．荒川 久美 

10) 博士課程の研究指導：副指導教員担当学生 1名 

 

9  学内各種委員会活動 

1) ヘルスイノベーション研究科企画・広報委員会委員（通年） 

2) ヘルスイノベーション研究科教務委員会委員（通年） 

3) ヘルスイノベーション教授委員会・運営委員会（通年） 

4) CIPプロジェクト委員会（通年） 

 

10 科学研究費補助金，その他の補助金などの受託 

①外部研究費の受け入れ  
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1) 【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 

研究代表者又は研究分担者の別：研究代表者 

2) 【科学研究費助成事業基盤研究（Ｃ）】 

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 

研究代表者又は研究分担者の別：研究分担者 

3) 【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：横山

勝教 研究協力者  

4) 【厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業】 

期間: 2022 年度 ～2022 年度  

研究課題名： 「公衆衛生医師の人材育成に向けた好事例の横展開に向けた研究」（研究

代表者：町田宗仁  

研究代表者又は研究分担者の別：研究分担者 

5) 【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: 2022 年度 ～2023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 

6) 【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：妊活者を対象としたいわゆる健康食品（保健機能食品を除く）の提供・消費

の実態把握と課題抽出，及び安全確保のためのリスクコミュニケーション方策の確立に

向けた研究（研究代表者：和田安代） 

研究分担者 

 


