
平成 27 年度 地方部会事業報告 

 

【北海道地方部会報告】 

   （代表世話人）     藤女子大学保健センター長          藤井 義博 

    （代表幹事）       名寄市立大学事務局総務課長       茂木 真二 

    （事務連絡責任者） 北海道大学学務部学生支援課長      今野 康二 

 
《第１回役員会、総会》 
  平成 27 年 6 月 19 日(役員会 11 校 14 人、総会 29 校 35 人) 

(1) 公益社団法人全国大学保健管理協会北海道地方部会役員の選出について承認した。 
 (2) 公益社団法人全国大学保健管理協会役員の推薦について承認した。 

(3) 前年度事業報告、収支決算報告及び会計監査報告があり承認した。 
  (4) 平成 27 年度事業計画・予算案について報告があり承認した。 
  (5) 平成 27 年度地方部会研究集会の概要について報告があり承認した。 
  
《第２回役員会》 
  平成 27 年 8 月 20 日(11 校 16 人) 

(1) 公益社団法人全国大学保健管理協会及び同北海道地方部会役員の推薦について承認した。 
(2) 平成 28 年度（第 54 回）北海道地方部会研究集会（案）について報告があり承認した。 
(3) 平成 30 年度北海道地方部会研究集会当番校について承認した。 
 

《地方部会研究集会》 
  日時：平成 27 年 8 月 19 日～21 日（参加者 32 校 80 名） 

会場：グランドホテル藤花(名寄市) 
８月１９日 
講演Ⅰ「思春期の支持的精神療法」 

講師  市立旭川病院 診療部長            武井 明 
 講演Ⅱ「動物と絵本」 

講師 絵本作家・名寄市立大学特任教授        あべ 弘士 
８月２０日 
講演Ⅲ「名寄で発見した超新星」 

講師 なよろ市立天文台きたすばる天文台長      佐野 康男 
講演Ⅳ「アロマテラピー ～はじめの一歩～」 

講師  アロマハウス Sakura 主宰            川野 育美 
講演Ⅴ「前向きな自分を作り出す セルフコーチングテクニック」 

講師  マイコーチングオフィス代表           中村 舞 
分科会     対象：保健師・看護師・養護教諭 
事例検討会 対象：医師・臨床心理士など保看会会員以外 
８月２１日 

研究発表 

司会 北海道教育大学保健管理センター所長・教授  羽賀將衛 

演題 1 「新入生に対する予防接種歴および感染症罹患履歴調査のまとめ－７年間の集計結果より－」 

小樽商科大学保健管理センター  佐藤希代巳，高橋恭子，杉山 成 

演題 2 「本学新入学生の麻疹・風疹ワクチン接種状況」 

北海道教育大学保健管理センター 



羽賀將衛，山崎朋子，三上麻紀，小野寺千鶴子，石田かおり，河上靖子 

演題 3 「大学における「安心できる居場所」としての保健福祉センターの対応と工夫」 

名寄市立大学  平野治子，大見広規，村中弘美，宮﨑八千代，難波まき 

演題 4 「顎関節症と A 型行動パターンについて」     名寄市立大学  大見広規，加藤万里子 

講演Ⅵ「自殺者ゼロの大学環境づくり-ポストベンションの体験から大学生の自殺予防を考える」 

講 師  旭川大学医科大学看護学科教授     長谷川 博亮 
 

《その他》 
 平成 28 年 2 月 北海道地方部会研究集会報告書を発行した 

 

【東北地方部会報告】 

（代表世話人）     弘前大学保健管理センター所長       髙梨 信吾 

（代表幹事）       弘前大学学生課長               工藤 弘文 

（事務連絡責任者） 弘前大学学務部学生課保健管理担当   小山内英子 

 

《幹事会》 平成 27 年 6 月 9 日（火）弘前大学  

本 年 度 総 会 への提 案 議 題 について協 議 し、承 認 した。 

 

《総  会 》 平成 27 年 7 月 16 日（木）  

前 年 度 事 業 概 要 、会 員 の異 動 、協 会 加 入 推 奨 を行 ったことについての報 告 があった。 

また、前 年 度 会 計 報 告 、本 年 度 事 業 計 画 、本 年 度 収 支 予 算 を承 認 可 決 し、次 年 度 代 表 世 話 人

校 の選 出 及 び全 国 大 学 保 健 管 理 協 会 役 員 の選 出 につき承 認 した。 

 

《地方部会研究集会》 平成 27 年 7 月 16 日～17 日（参加者：39 校，89 名）  

・教育講演Ⅰ 「東北大学における障害学生支援の現状と課題」 

東北大学学生相談・特別支援センター教授    池田 忠義 

・教育講演Ⅱ 「抑うつ障害の診立てと治療」 

東北大学保健管理センター教授             伊藤 千裕 

・教育講演Ⅲ 「海外渡航と健康管理」  

独立行政法人仙台医療センター呼吸器内科部長    三木  祐 

・特別講演  「知って安心、大学生のてんかん～発作対応、偏見除去、就労支援を考える～」 

東北大学大学院医学系研究科教授     中里 信和  

・特別講演Ⅱ 「高等教育における発達障がいの問題とその対応」 

    秋田大学保健管理センター所長      苗村 育郎 

・特別講演Ⅲ 「学生の健康と健康日本 21（第二次）」 

    宮城教育大学保健管理センター所長     尾股  健  

・一般研究発表（5 題） 

演題 1 「食物アレルギー学生の現状とその対応」 



早坂真貴子１）、鈴木みさと１）、角田寛子２）、曽根恵子３）、直島厚子１）、冨樫 整１） 

（山形大学保健管理センター１）、山形大学農学部保健室２）、山形大学工学部保健管理室３）） 

演題 2 「職員定期健康診断における血清ペプシノゲン法による胃部検査の結果について」 

小林政雄、藤原友紀子、安保智秋、高谷美佳子、苗村育郎（秋田大学保健管理センター） 

演題 3 「未成年から成人期に至る過程での非医療系大学生の喫煙に関する調査」 

宇野友康、角田夕子、黒澤恵、齋藤広美、渡辺厚（福島大学保健管理センター） 

演題 4 「全キャンパス禁煙宣言後の状況について」 

長谷川洋子、佐藤康子、千葉麻子、滝口純子、佐藤洋美、伊藤めぐみ、洞口博子、 

太田美智、佐々木悦子、三井栄子、北浩樹、木内喜孝（東北大学保健管理センター） 

演題 5 「学生相談における人間関係に関する相談の近年の傾向について」 

早坂浩志、立原聖子、長沼敦子、茅平鈴子、阿部智子、立身政信（岩手大学保健管理センター） 

 

《地方部会看護分科会》 平成 27 年 7 月 16 日（参加者：64 名） 

・看護分科会幹事会報告、任期満了幹事の交代について  

・講演 「キャンパスハラスメントへの対応について～模擬事例をもとに～」  

  東北大学学生相談・特別支援センター教授    吉武 清實  

 

《その他》  

平成 28 年 3 月、「第 53 回全国大学保健管理研究集会東北地方研究集会報告書」を発行した 

 

【関東甲信越地方部会報告】 

（部会長）      東京女子医科大学学長                   吉岡 俊正 

（代表世話人）   東京女子医科大学名誉教授                肥塚 直美 

（代表幹事）     東京女子医科大学学生健康管理センター長     内田 啓子 

 

《総 会》平成27年7月30日（木） 

議長団 河邊 博史（慶應義塾大学保健管理センター所長） 

鈴木 芳樹（新潟大学保健管理センター所長） 

肥塚 直美（東京女子医科大学名誉教授） 

内田 啓子（東京女子医科大学学生健康管理センター長） 

 

議 題 

1.地方部会の会員数  ・第１種会員  ・第２種会員 

2.平成26年度（2014年度）収支決算について 

前年度当番校の東京学芸大学石井彰幹事から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。 

3.平成27年度（2015年度）予算（案）について 

本年度当番校の肥塚代表世話人から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。 



4.平成27年度研究集会のプログラム・運営について 

5.関東甲信越地方部会規約の一部改正について 

6.人事について 

当番校の肥塚代表世話人から、次の通り説明があった。 

・平成27年度地方部会新幹事について 

・平成27年度理事、評議員の推薦について 

・平成28年度理事について 

・平成27年度名誉会員の推薦について 

・平成27年度地方部会世話人の選出について 

7.次年度（平成28年度）（当番校）について 

次年度当番校の信州大学 川 茂幸幹事から研究集会の開催案内があった。 

  ・開催日  平成28年7月7日（木）、8日（金） 

  ・場  所  キッセイ文化ホール（中ホール） 

8.次々年度（平成29年度）当番校について 

次々年度当番校の千葉大学 今関文夫幹事より、研究集会開催の挨拶があった。 

9.その他 

１）保健・看護分科会千葉支部の改称について 

 

《地方部会研究集会》平成27年7月30日（木），31日（金） 
・部会長講演    座長：内田 啓子 (東京女子医科大学学生健康管理センター長) 

「東京女子医科大学の男女共同参画の取り組みについて」  吉岡 俊正（東京女子医科大学学長） 
・教育講演 1    座長：大塚 盛男（筑波病院呼吸器センター長） 

「食と体内時計」    田原 優（早稲田大学 高等研究所助教） 
・ランチョンセミナー（１日目） 座長：清水 京子（東京女子医科大学） 
  「大学生の保健管理に必要なワクチン接種と感染症」菊池 賢（東京女子医科大学医学部感染症科教授） 
・シンポジウム 1  テーマ「大学生活に影響を及ぼす諸問題について」 

座長：米山啓一郎（昭和大学保健管理センター所長）、五味愼太郎（青山学院大学保健管理センター長） 
1)「摂食障害（神経性やせ症と神経性過食症）」 

鈴木(堀田) 眞理（政策研究大学院大学保健管理センター教授） 
2）「妊娠」  安達 知子（総合母子保健センター愛育病院副院長） 
3）「聴覚障害のある学生の支援」 白澤 麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター准教授） 
4）「大学生の自殺の特徴と自殺予防」  内田 千代子（福島大学人間発達文化学類教授） 

・教育講演 2  座長：石井 彰（東京学芸大学保健管理センター長） 
「海外渡航と感染症」   遠藤 弘良（東京女子医科大学国際環境・熱帯医学教室主任教授） 

 ・教育講演 3  座長：守屋 達美（北里大学保健管理センター長） 
「女子学生の不適応とうつ状態」 加茂 登志子（東京女子医科大学付属女性生涯健康センター長） 

 ・イブニングセミナー 座長：肥塚 直美（東京女子医科大学名誉教授） 
  「創立者－吉岡弥生を語る－」大森 安恵（海老名総合病院・糖尿病センター長／東京女子医科大学名誉教授） 

・シンポジウム 2  テーマ 「よくある健診結果の事後処理について」 
座長：河邊 博史（慶應義塾大学保健管理センター所長） 鈴木 芳樹（新潟大学保健管理センター所長） 

  1）「学生の尿所見異常」    内田 啓子（東京女子医科大学学生健康管理センター長） 
  2）「甲状腺疾患」        宮川 めぐみ（虎の門病院内分泌代謝科医長） 
  3）「胸部異常陰影」       宮崎 泰成（東京医科歯科大学保健管理センター長） 
  4）「体重結果の事後措置」  山本 眞由美（岐阜大学保健管理センター長／大学院連合創薬医療情報研究科教授） 



 ・ランチョンセミナー（2 日目） 座長：肥塚 直美（東京女子医科大学名誉教授）  
   「糖尿病療養指導のポイント」  岩﨑 直子（東京女子医科大学糖尿病・代謝内科准教授） 
  
《保健・看護分科会シンポジウム》平成 27 年 7 月 31 日（金） 

・講演：テーマ「学生へのキャリア支援－保健看護的視点から－」 
  座長：川 茂幸（信州大学総合健康安全センター長）、小川 久貴子（東京女子医科大学看護学部教授） 
  1）「健康な生活習慣をふまえた身体づくり」   齋藤 益子（帝京科学大学医療科学部看護学科教授） 
  2）「晩婚・少子化時代に生きる女性のライフプランニング」 
                             齊藤 英和（国立成育医療センター周産期・母性診療センター副所長） 
  3）「看護学部生のキャリア支援」            佐藤 紀子（東京女子医科大学看護学部長） 
  4）「大学生の健康管理支援の実践」         砂川 昌子（東京女子大学保健室保健師） 
 

【東海北陸部会報告】 

（代表世話人）  名古屋大学総長             松尾 清一 

（代表幹事）   名古屋大学総合保健体育科学センター教授 石黒 洋 

（事務連絡責任者）名古屋大学教育推進部学生支援課長    大脇 申子男 

 

《総 会》平成27年7月24日 （参加者：65校112名） 

 平成27年度地方部会会員及び第53回全国大学保健管理研究集会について報告があった。次いで，平

成27年度地方部会役員について，全国大学保健管理協会理事・評議員等候補者の選出について，平成

26年度事業報告及び収支決算報告について，平成27年度事業計画案及び収支予算案について，平成 

28年度全国大学保健管理協会東海・北陸地方部会研究集会の当番大学の選出について審議のうえ承認

した。 

 

《地方部会研究集会》平成27年7月23日～24日 （参加者：65校112名） 

・パネルディスカッション1 

テーマ  「快食・快眠・快便への勧め」  

司会者   豊橋技術科学大学 健康支援センター 教授  小島 俊男 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「プラクティカルな食育」         金沢大学保健管理センター 教授  吉川 弘明 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「大学生と睡眠」           名古屋工業大学保健センター 准教授  冨田 悟江 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「腸内環境と健康」      豊橋技術科学大学健康支援センター 教授  小島 俊男 

・パネルディスカッション2 

テーマ  「学生の適応障害について －ケースを中心に－」 

司会者   南山大学 人文学部教授，名古屋キャンパス保健室長  岡田 暁宜 

        三重大学 保健管理センター 教授  岡野 禎治 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「学業・部活・バイト どれも一生懸命」 愛知学院大学保健センター 教授  外ノ池 隆史 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「理工系学生の適応過程」          静岡大学保健センター 准教授  太田 裕一 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「ひきこもり/不登校学生に対する支援」 岐阜大学 健管理センターセンター准教授 西尾 彰泰 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「適応障害の影にひそむハラスメント」 金沢大学 保健管理センター 准教授 足立 由美 



・パネルディスカッション3 

テーマ  「小規模校における合理的配慮のあり方を探る」 

司会者   豊橋技術科学大学 健康支援センター 学生相談コーディネーター   原田 一郎 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「合理的配慮の実践に向けた整備と連携の取り組み」 

        愛知工科大学・愛知工科大学自動車短期大学 学生相談室 助教   加野 章子 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「小規模校における合理的配慮を考える－主に発達障害における障害受容の観点から－」 

        名古屋経済大学・同短期大学部 学生相談室 講師            野副 紫をん 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  「小規模校に準備出来ることは何か －障害者差別解消法施行に向けて－」 

        豊橋技術科学大学 健康支援センター 学生相談コーディネーター   原田 一郎 

・特別講演Ⅰ 

演 題  「21世紀パラダイムシフトにおける癌遺伝学の貢献」 

講 師   兵庫医科大学名誉教授，NPOバイオマーカーがん予防フロンティア理事長  宇都宮 譲二 

・特別講演Ⅱ 

演 題  「ゲノム・遺伝子医学の最近の話題と展望」 

講 師   東京大学名誉教授，豊橋技術科学大学前学長  榊  佳之 

 

《保健管理担当職研究集会》 平成27年7月23日 （参加者：62校79名） 

・シンポジウム   テーマ  「学生・教職員の健康支援」 

司会者   愛知学院大学 保健センター 看護師  糠谷 敬子 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ   

「名古屋外国語大学・名古屋学芸大学保健管理センターにおける健康診断の事後対応について」 

                     名古屋外国語大学 保健管理センター主任  青山 節子 

「職員の復職支援 教職員の復職面談を通して」 

                          金沢大学 保健管理センター保健師  亀田 真紀 

「やる気を引き出す結果指導を目指して（教職員健診）～表彰状・色分けタイプの攻略法～」 

                      愛知大学 学生課豊橋校舎保健室 保健師  筒井 知香 

 

《保健管理担当職地区研究会》 

（北陸地区研究会）平成27年11月13日 （参加者：19校26名） 

 当番校：富山大学   会場：富山大学芸術文化学部（高岡キャンパス）大会議室 

・例  会 

・平成26年度全国大学保健管理協会第38回北陸地区研究会報告及び会計報告 

・平成27年度第53回東海・北陸地方部会研究集会及び第42回保健管理担当職研究集会報告 

・平成27年度第53回全国大学保健管理研究集会報告 

・平成28年度北陸地区保健管理担当職研究会の当番校について    石川県Ｃグループに決定 



・各県保健管理担当職研究会報告 

・話題提供  「保健管理センターでの禁煙支援」  金沢大学保健管理センター保健師  池田 美智子 

・情報交換  ・議題ごとに情報交換（グループワーク） 

・講   演  「自分なりの考えを伝える方法について（ワークショップ含む）」 

          富山大学 芸術文化学部講師  ペルトネン 純子 

（東海地区研究会）平成27年11月13日 （参加者：26校36名） 

  当番校：名古屋大学   会場：名古屋大学減災館１階減災ホール 

・講  演  第一部 「大学の災害対応体制と防災・減災活動」 、第二部 減災館の見学  

                名古屋大学 災害対策室長 教授  飛田   潤 

・保健会報告等・・・名古屋大学  中原 久美子 

・第42回東海・北陸地方部会保健管理担当職研究集会報告 

・第43回東海・北陸地方部会保健管理担当職研究集会報告 

・平成28年度東海地区研究会のご案内  当番校・・・豊橋技術科学大学 

（静岡地区研究会）平成27年8月25日 （参加者：9校14施設20名） 

 当番校：静岡大学   会場：静岡大学 

・例 会  

 ・会員紹介 

  ・第53回東海・北陸地方部会研究集会報告 

・第42回保健管理担当職研究集会報告 

  ・保健管理担当職研究会総会・運営委員会報告 

・平成 26 年度会計報告 ・平成 27 年度予算案審議  

・平成 28 年度の運営委員の選出 

・講 演 「生活習慣病について」 静岡大学 保健センター 内科医・産業医 森 俊明 

・各大学の状況や問題について意見・情報交換 

 

《その他》平成28年2月 「平成27年度東海・北陸地方部会報告書」を発行した。 

 

【近畿地方部会報告】 

（代表世話人）  神戸常盤大学学長           上田 國寛 

（代表幹事）      同上           

（事務連絡責任者）神戸常盤大学健康保健センター課長   木村 明人 

 

《運営委員校会議》平成27年5月28日（木）（参加者：19校27名） 

  本年度の事業計画案及び予算案の総会提出を承認し、平成28・29・30年度京滋地区世話人校・運営

委員校及び平成29年度代表世話人校の候補を選出するとともに、全国大学保健管理協会近畿地方部会



推薦分評議員候補者について同意を得た。また、前年度会計報告もあり、総会提出を承認した。 

 

《総 会》平成27年7月30日（木）（参加者：79校119名） ラッセホール 

    本年度の事業計画案及び予算案を承認し、平成28・29・30年度京滋地区世話人校・運営委員校及び

平成29年度代表世話人校を選出するとともに、全国大学保健管理協会近畿地方部会推薦分評議員候補

者について承認した。また、前年度会計報告もあり、承認した。 

     

 《地方部会研究集会》平成27年7月30日（木）(参加者：79校119名） ラッセホール 

 ・講演１  「 大学保健とタバコ ～禁煙の取り組みの現状と課題～ 」           

兵庫医科大学 公衆衛生学教授  島 正之 

 ・講演２  「災害と口腔保健 ～災害を教材にした健康教育の試み～   」  

          神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科教授  足立 了平 

 ・講演３ 「 性暴力被害者の実態と支援について 」  

性暴力被害者支援センター長・ひょうご代表、兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科部長 田口 奈緒 

  

《保健師・看護師班幹事校会議》平成27年5月28日（木）（参加者：17校22名） 

  本年度事業計画案につき承認し、平成27年度保健師・看護師班幹事校・常任幹事校・代表幹事校

及び地区別研修会当番校を選出した。平成28・29・30年度京滋地区世話人校・ 運営委員校・代表

世話人校の選出について報告がなされた。また、前年度会計監査報告が あり、承認した。また、結

核調査の継続について協議し、平成27年度より「WEB集計」は実施せず、「要医療結核管理対象者調

査」のみ継続することで、承認した。 

《保健師・看護師班研究集会》平成27年9月17日（木）（参加者：65校78名）神戸常盤大学  

・講演１ 「マイノリティの健康支援活動」神戸常盤大学 保健科学部看護学科教授  井上 清美 

 ・講演２ 「思春期の内分泌代謝疾患」     京都第一赤十字病院 小児科部長  木崎 善郎 

 ・テーマ別グループ討議 「現場で遭遇する困り事への対応や課題の解決に向けて」 

《保健師・看護師班地区別研修会》 

〈京滋地区〉 京都光華女子大学 平成27年12月11日（金） 参加者：23校26名 

 ・講演 「大学における発達・精神に障害のある方たちへの関わり（支援）－社会福祉学の視点から－」 

           京都光華女子大学 健康科学部医療福祉学科教授  佐々木 勝一 

 ・アンケート結果報告「ストレスチェック制度の準備状況について」 

 ・交流会 テーマ「各校の配慮・支援が必要な学生への関わり、支援体制」 

 ・その他 平成26年度会計報告、平成28年度京滋地区研修会当番校選出 

〈阪奈和地区〉 大阪歯科大学 平成27年12月8日（火）参加者：23校26名 

 ・講演 「おいしさを提供する補綴歯科」 大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座教授 田中 昌博 

 ・情報交換会・発表（グループ別） 



〈兵庫地区〉 関西国際大学  平成27年12月4日（金） 参加者28校36名 

 ・報告 ①平成26年度会計報告 ②近畿地方部会報告 

 ・報告 「関西国際大学学生の保健室利用の現状と課題」 

           関西国際大学 三木キャンパス保健室養護教諭 鍋谷 奈保子 

 ・講演1 「緩和ケアー －いのちの終りについて考える－」  

           関西国際大学 保健医療学部非常勤講師 木澤 義之 

 ・講演2 「医療機関における危機管理対応」 

           関西国際大学 人間心理学部教授 西岡 俊成 

 

《その他》平成28年3月「平成27年度近畿地方部会活動報告書」を発行した。 

 

【中国四国地方部会報告】 

（代表世話人）広島大学保健管理センター長            吉原正治 

（代表幹事） 広島大学教育・国際室教育支援グループリーダー   栗林元信 

（事務連絡責任者）広島大学教育・国際室教育支援グループ主査   水野 剛 

  

《総 会》平成27年8月28日（金）徳島大学大塚講堂 

前年度事業報告及び会計報告（決算）について承認した。 

また、本年度事業計画及び予算、全国大学保健管理協会中国四国地方部会役員の異動、次期代表世

話人の選出、全国大学保健管理協会役員（理事・評議員）の推薦、第46回・第47回中国四国大学保健

管理研究集会当番大学並びに日程について可決した。 

 

《地方部会研究集会》平成27年8月26日（水）～28日（金）徳島大学大塚講堂 

 （当番校：徳島大学、参加者：40校105名） 

 ・特別講演  「排尿について～おしっこが漏れる・出にくい～」 徳島大学学長 香川 征 

 ・教育講演1「健康寿命を伸ばす運動～阿波踊り体操で体も心も健康に！～」 

徳島大学 大学開放実践センター教授 田中 俊夫 

・教育講演2「糖尿病の病態理解の深化と治療の進化」 

徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター長・特任教授 松久 宗英 

・教育講演3「なぜ眠るのか、その仕組みから考える」 

徳島大学大学院医歯薬学研究部神経・情報医学部門統合生理学分野教授 勢井 宏義 

 ・メンタルヘルス講演会「若者の発達障害―しる、わかる、支援する―」 

広島大学保健管理センター准教授 岡本 百合 

  

 ・一般研究発表  （23題） 



1． 当大学における電離放射線取扱者健診について～現状紹介と問題点～ 

山際 陽子 他（岡山大学） 

2．職員健診におけるオプション検査の試み           中山 光他（岡山大学） 

3．随時尿でのNa,Cr測定による食塩摂取量と高血圧～推定食塩摂取量を生活・食事指導に 生かすために～ 

                              武内 早苗 他（徳島大学） 

4．大学における婦人科相談について              松山 まり子 他（広島大学） 

5．女子大学生における食生活と月経困難症との関連に関する検討 

                               秦 幸吉 他（島根県立大学） 

6．本学学生の骨量と基本的生活習慣              三島 香津子 他（鳥取大学） 

7．タブレット端末を用いた健康診断システムの導入        森 知美 他（香川大学） 

8．入学時定期健康診断未受診学生への対応について       柏 紀子 他（島根大学） 

9．学生定期健康診断受診率向上への取り組み-入学時から未受診および3年以上未受診学生への対応-

                                   森福 織江 他（山口大学） 

10．学生健康診断における胸部レントゲンの検討         加藤 亜希 他（愛媛大学） 

11．2013年度・2014年度の新規留学生健診の結果について    日山 亨 他（広島大学） 

12．保健管理センターでの外傷処置の現状 ～10年前との比較～  岡 香織 他（岡山大学） 

13．高知大学保健管理センター医学部分室における21年間の摂食障害学生の臨床像 

渋谷 恵子 他（高知大学） 

14．大学病院におけるメンタルヘルス産業医活動～4年間を振り返って～ 

大西 勝 他（岡山大学） 

15．メンタルヘルス対策としての新規採用者研修-守りのメンタルヘルス対策から攻めのメンタルヘル

ス対策へ-                        荒川 長巳 他（島根大学） 

16．時限措置が麻疹と風疹の抗体価に及ぼす影響         泉 慈子 他（香川大学） 

17．山口大学学部新入生における麻疹・風疹の罹患歴・ワクチン接種状況 

奥屋 茂 他（山口大学） 

18．鳥取大学米子分室開設１０年後の現状と課題         松原 典子 他（鳥取大学） 

19．事件・トラブルの行為者に対する相談・支援について     内野 悌司 他（広島大学） 

20．医学部キャンパスにおける学生相談のコラボレーション-メンタルヘルスを中心に- 

                               米原 満子 他（島根大学） 

21．分散キャンパスにおける新入生を対象とした心の健康教育について 

高田 純 他（香川大学） 

22．大学生の性暴力被害実態調査                河野 美江 他（島根大学） 

23．障がい学生支援における合理的配慮と調整に関する検討    吉原 正治 他（広島大学） 

     

《保健・看護分科会》平成27年8月26日（水）徳島大学大塚講堂（参加者：35校52名） 



・グループ討議： 

テーマ ａ．健康診断（事後措置・保健指導・システム）、ｂ．日常ケア（応急処置・性・月経など）、 

ｃ．メンタルヘルス、ｄ．感染症 

・調査報告：会員のユニフォームについて 

・健康指導教材展示：徳島大学が「特定保健指導」、「健康教育」で使用している教材展示 

 

《その他》 

・平成27年11月、「第45回中国四国大学保健管理研究集会報告書」を発行した。 

 

【九州地方部会報告】 

（代表世話人）  佐賀大学保健管理センター長       佐藤 武 

（代表幹事）   佐賀大学学務部学生生活課長       河野美奈 

（事務連絡責任者）佐賀大学学務部学生生活課係長      古賀正則 

 

《総 会》平成27年8月20日 

本年度事業計画及び次年度事業計画につき承認可決し、次年度代表世話人校の選出及び全国大学保

健管理協会役員の選出につき承認した。 

    また、本年度事業報告、前年度会計報告、会員の異動につき報告があり承認した。 

 

《地方部会研究協議会》平成27年8月20日～21日 （参加者：56校 118名） 

 ・特別講演Ⅰ「使って貯めよう筋肉貯筋 －老後に蓄えて貯金と貯筋－」 

           鹿屋体育大学長  福永 哲夫 

 ・特別講演Ⅱ「HIV感染症に学ぶ 」               鹿児島大学教授  橋口 照人 

 ・講    演Ⅰ「整形外科で流行りのロコモって？その予防法 体育大編」 

     鹿屋体育大学教授 藤井 康成 

 ・講    演Ⅱ「五輪メダリストのアイデアと工夫とは」  鹿屋体育大学教授 田口 信教 

 

 ・一般研究発表  （8題） 

 「定期健康診断で発見される糖尿病の学生が増えている。」   村谷 博美（九州産業大学） 

 「大学生における効果的な喫煙防止教育・禁煙教育のあり方」 平片 舞（鹿児島大学） 

 「青年期成人の内臓脂肪と生活習慣の関連性 第二報」        古林  正和（長崎大学） 

「大学生の精神的健康度と消化器症状」                     工藤 欣邦（大分大学） 

「医療系大学におけるワクチン接種の管理について」          松山 さおり（九州看護福祉大学） 

「保健管理 23年間の軌跡 －産業保健研究から－」 

                              豊増 功次（久留米大学） 



「鹿児島大学保健管理センターにおける学生支援活動の最近の傾向について」 

永田 純子（鹿児島大学） 

 「佐賀大学医学部における職業性簡易ストレス調査の有用性」 

                        尾﨑 岩太（佐賀大学） 

 

《保健師・看護師分科会》平成27年8月19日 （参加者：49校66名） 

 ・セミナーⅠ「 大学生の睡眠状態：主観的健康状態、抑うつ及び健康関連QOLとの関係 」 

             鹿屋体育大学教授  添嶋 裕嗣 

 ・セミナーⅡ「 黒酢の人に及ぼす作用 」           鹿屋体育大学教授  齊藤 和人 

 ・セミナーⅢ「 鹿児島赤十字病院での救急外来の実際 」  

鹿児島赤十字病院外来看護師   田之畑 有紀 

 

《その他》平成28年3月、「平成27年度九州地方部会保健管理研究協議会報告書」を発行した。 

 


