
第４９回(平成２３年度) 

全国大学保健管理研究集会概要 

 

 平成２３年１１月９日(水)・１０日（木）の両日、海峡メッセ下関（下関市豊前田町3丁目3-1）を会場として、文部科学

省及び山口県教育委員会のご後援により、国立大学法人山口大学と共催にて山口大学を当番校とし、第４９回全国

大学保健管理研究集会を開催した。 

 この研究集会は３３３機関６９２名が参加し、盛会裡に行われた。 

 概要は次のとおりである。 

 なお、詳細は山口大学編集により平成２４年２月発行のCAMPUS HEALTH４９(１)「第４９回全国大学保健管理研

究集会報告書」として刊行した。 

 

共通テーマ「保健管理維新－教育的視点から今後を見据えて－」 

 

【第1日目】 11月9日（水） 

（1）開会式 4F イベントホール 

開会の辞 運営委員会副委員長  （山口大学保健管理センター所長）             平 野   均 

挨 拶 運営委員会委員長/社団法人全国大学保健管理協会理事 

 （山口大学学長）                                       丸 本 卓 哉 

 社団法人全国大学保健管理協会会長 （京都大学学長）              松 本   紘 

 文部科学省高等教育局学生・留学生課長                       松 尾 泰 樹 

オリエンテーション 

（2）特別講演 4F イベントホール 

演 題 高等教育の未来 −人間力を磨く共育の場としての大学− 

講 師 山口大学学長 丸  本 卓  哉 

司 会 山口大学副学長 吉  田 一  成 

（3）総会 4F イベントホール 

（4）シンポジウム1 4F イベントホール 

テーマ 健康教育維新～キャンパスから社会へ繋ぐ 

 −在学中に獲得すべき医学知識と確立すべき生活習慣− 

司 会 千葉大学総合安全衛生管理機構長 長  尾 啓  一 

 大阪大学保健センター教授 杉  田 義  郎 

シンポジスト 

 1 ライフステージからみたメンタルヘルス 

  北村メンタルヘルス研究所所長 北  村 俊  則 

 2 代謝症候群とその予防 

  九州大学健康科学センター教授 上  園 慶  子 

 3 大学における感染症対策と危機管理 

  東京大学保健・健康推進本部講師                      石  川    隆 

 4 がん危険因子とがん予防−大学における「がん教育」と「がん予防」 



  千葉大学総合安全衛生管理機構講師                   潤  間 励  子 

総合討論 

（5）教育講演1 4F イベントホール 

演 題 留学生の健康管理支援について 

講 師 岐阜大学保健管理センター/大学院連合創薬医療情報研究科教授 山 本 眞 由 美 

司 会 立命館大学保健センター所長                              伊  東    宏 

（6）一般研究発表・ポスターディスカッション（16：20～18：30） 1F 展示見本市会場 

【第2日目】 11月10日（木） 

（1）シンポジウム2 4F イベントホール 

健康支援維新～キャンパスライフにおける学生と職員の支援を問う 

司 会 名古屋工業大学保健センター長 粥  川 裕  平 

 筑波大学保健管理センター教授 大  塚 盛  男 

シンポジスト 

 1 大学における復職・復学をめぐる問題とその支援 

  信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座講師 塚  原 照  臣 

 2 大学生の薬物乱用の現状と対策 

  九州大学健康科学センター教授 山  本 和  彦 

 3 大学生の自殺予防 

  （財）長岡記念財団長岡京駅前メンタルクリニック 中  村 道  彦 

 4 大学における発達障害支援 

  心の発達研究所理事長 太  田 昌  孝 

総合討論  

（2）教育講演2（12：50～13：40） 4F イベントホール 

演 題 日本経済の動向予測と、学生と職員がとるべき対応の方向性について 

講 師 山口大学経済学部経済計量講座教授 塚  田 広  人 

司 会 徳島大学保健管理センター教授 前  田 健  一 

（3）東日本大震災特別セッション（13：50～15：20） 4F イベントホール 

テーマ 全国の大学保健施設が考えたこと成したこと 

 −被災と救護、救援と復興、危機管理と対策− 

司 会 秋田大学保健管理センター所長                             苗  村 育  郎 

 東北大学保健管理センター所長                             飛  田    渉 

 1 東日本大震災時の本学の現状と対応 

  東北大学保健管理センター                          飛  田    渉 

 2 東日本大震災被災地からの報告 −福島から− 

  福島大学保健管理センター所長                       渡  辺    厚 

 3 被災地の大学からの報告 

  石巻専修大学保健室保健師 千  葉 友  子 

（4）閉会式 4F イベントホール 

優秀演題の発表 

 優秀演題選定委員長  （愛媛大学総合健康センター長） 佐  伯 修  一 



(優秀演題) 

挨 拶 社団法人全国大学保健管理協会理事代表                     齊 藤 郁 夫 

 次期当番校代表  （神戸大学保健管理センター所長）              馬 場 久 光 
閉会の辞 運営委員会副委員長  （山口大学保健管理センター所長）           平 野    均 

一般研究発表プログラム 

〔A-1 保健管理総論・保健管理〕    座長：武藏 学（北海道大学保健センター長） 

A-1-1 本学における学生生活実態調査30年のまとめ ～経済状況，食生活および健康状況の変化～ 

北海道大学保健センター                  折戸智恵子 他2名 

A-1-2 産業保健管理の移管（人事管理課から保健・医療推進センターへ） 

長崎大学保健・医療推進センター           財部慎平 他4名 

A-1-3 愛知教育大学における職場の安全衛生改善事例のまとめ 

愛知教育大学保健環境センター             久永直見 他6名 

A-1-4 大学保健管理施設における大学関連の各種行事への対応 

北見工業大学保健管理センター            本田 明 他1名 

A-1-5 大学の保健管理に携わる看護職の職務に対する役割認識に関する調査 

東京女子大学 保健室                  砂川昌子 他2名 

演題

番号 
氏  名 所  属 演  題  名 

A-1-5 砂川昌子 他 東京女子大学保健室 大学の保健管理に携わる看護職の職務に対する役割認識に関する調査 

B-2-6 榎本真美子他  
東京工業大学 

保健管理センター 

結核を発病した学生への継続支援－保健管理センターにおける DOTS の取

組み－ 

C-1-4 吉村 彩 他 
北海道大学 

保健センター 
健康診断の血液検査で発見されたサラセミアの 9 例 

D-2-1 久蔵孝幸 他 
北海道大学 

保健センター 

過去１２年間の入学時ＵＰＩの回答分類とその後の精神衛生上の問題との関

係について 

E-2-2 川崎詔子 他 追手門学院大学学生課 
大阪府食育ヤングリーダー養成事業として取り組んだ学生主体の食育活動

について 

F-2-3 高橋恵子 他 
弘前大学 

保健管理センター 
大学新入生の生活習慣とタイプ A の諸特徴との関連について 

G-1-7 吉永崇史 他 
富山大学 

学生支援センター 

発達障害大学生を支援する組織のマネジメント－富山大学における実践研

究－ 

H-1-6 山本洋子 他 
東京家政大学 

保健センター学生相談室 

『教職員のための学生対応マップ』の効果-充実した学生サポート体制を目

指して(2)- 

I-2-4 伊藤めぐみ 他 
東北大学 

保健管理センター 
学生における睡眠健診のすすめ 

J-2-2 絹見佳子 他 
岡山大学 

保健管理センター 
受動喫煙防止対策としての職員健診時アンケート調査と尿中コチニン測定 

K-1-1 柳元伸太郎 他 
東京大学 

保健・健康推進本部 
大学保健センターにおけるトラベルクリニックの実施について 

L-1-5 小野真一 他 日本大学薬学部 保健室 麻疹抗体価の経年推移―入学から 4 年次まで 3 年 7 ヶ月間の変化－ 

M-1-4 蛯名倫巳 他 
北里大学 

健康管理センター 
東日本大震災にて孤立した三陸キャンパスの救援活動とその問題点の検討



A-1-6 e-nurseからLIFEへ 

保健管理業務の情報処理に関する委員会 委員長，長岡技術科学大学体育・保健センター 三宅 仁 

〔A-2 健康診断・管理/電算化〕  座長：三宅 仁（長岡技術科学大学体育・保健センター長） 

A-2-1 タブレット型コンピュータを使用した健康調査の方法と課題 

小樽商科大学保健管理センター            佐藤希代巳 他2名 

A-2-2 職員健診の効率化のための自動健診システムとWeb入力 

徳島大学保健管理センター                 前田健一 他5名 

A-2-3 健康診断予約システム導入の効果について 

新潟大学保健管理センター                黒田 毅 他8名 

A-2-4 雇い入れ時健康診断Web予約システムの構築 

京都大学環境安全保健機構健康科学センター       井上育子 他12名 

A-2-5 紙媒体に依存した健診でのオートメーションの推進（中間報告） 

東京大学 保健・健康推進本部              岩澤邦明 他5名 

A-2-6 医療系学生の健康診断証明書自動発行システムの構築について 

姫路獨協大学 健康管理室                  西郷勝康 他4名 

A-2-7 小型臨床化学検査装置BBxの有用性について 

鹿屋体育大学保健管理センター            齋藤和人 他3名 

〔B-1 健康診断・総論的課題〕  座長：吉原 正治（広島大学保健管理センター長） 

B-1-1 大学院生の健診データ 留学生と日本人学生との比較と10年のトレンド 

北陸先端科学技術大学院大学保健管理センター 林多喜王 他2名 

B-1-2 入学時健康調査・定期健康診断で意識消失の既往があった学生について 

鹿児島大学保健管理センター             鮫島久美 他5名 

B-1-3 定期健康診断結果通知方法・事後指導調査からの一考察 −文部科学省通達から6年目− 

国士舘大学 健康管理室                 瀧澤博美 他6名 

B-1-4 大学生の特殊健康診断の現況 

慶應義塾大学保健管理センター            佐藤幸美子 他5名 

B-1-5 有機・特化を扱う｢学生」の特別健診 ～神戸大学の例と国立大学法人における実施状況～ 

神戸大学保健管理センター               野田惠子 他13名 

B-1-6 本学における職員健康診断の現状と負担軽減に向けた取り組み 

千葉大学 総合安全衛生管理機構           吉田智子 他11名 

〔B-2 健康診断・感染症〕  座長：三宅 修司（東京医科歯科大学保健管理センター長） 

B-2-1 千葉大学学生における胸部レントゲン検査省略の現状調査 

千葉大学 総合安全衛生管理機構            生稲直美 他13名 



B-2-2 新潟大学の医療系学生における結核対策について 

新潟大学保健管理センター               真島一郎 他8名 

B-2-3 病院実習前の医療系学生に対するクォンティフェロン検査 −5年間の検討− 

岡山大学保健管理センター               岩崎良章 他11名 

B-2-4 日本人と48カ国の留学生のQFT検査の結果と考察 

政策研究大学院大学保健管理センター          田中ゆり 他1名 

B-2-5 広島大学における過去20年間に治療必要な肺結核と診断された留学生に関する検討 

広島大学保健管理センター                日山 亨 他9名 

B-2-6 結核を発病した学生への継続支援 −保健管理センターにおけるDOTSの取組み− 

東京工業大学保健管理センター              榎本真美子 他4名 

B-2-7 留学生に対する健康支援に関するアンケート調査報告（国立大学国際交流特別委員会） 

静岡大学                          池谷直樹 他8名 

〔C-1 健康診断・身体疾患（1）〕  座長：鎌野 寛（香川大学保健管理センター所長） 

C-1-1 視覚・聴覚障がい学生における合併疾患の動向 

筑波技術大学東西医学統合医療センター         平山 暁 他3名 

C-1-2 旭川医科大学新入生に対する眼底検査 

旭川医科大学 医工連携総研講座          石子智士 他8名 

C-1-3 学生健康診断における血圧2回測定の有効性の検討 

静岡大学保健センター                    松本百合子 他11名 

C-1-4 健康診断の血液検査で発見されたサラセミアの9例 

北海道大学保健センター                   吉村 彩 他6名 

C-1-5 本学新入学生におけるアレルギー性疾患の実態 

弘前大学保健管理センター                工藤誓子 他5名 

C-1-6 若年者の甲状腺機能異常症スクリーニングの試み 

静岡大学保健センター                   山本裕之 他10名 

 

C-1-7 大学生の甲状腺疾患 

長崎大学保健・医療推進センター              山崎浩則 他10名 

〔C-2 健康診断・身体疾患（2）/肥満関連〕  座長：齊藤 郁夫（慶應義塾大学保健管理センター所長） 

C-2-1 検診バスによる大学内での乳がん検診実施の試み 

立命館大学保健センター                 八田文裕子 他9名 

C-2-2 健診にて随時尿糖陽性後、1型糖尿病を発症した3症例に関する検討 

千葉大学 総合安全衛生管理機構            陶山佳子 他13名 

C-2-3 肥満大学生におけるソフトドリンク摂取量は増加しているか 



群馬大学健康支援総合センター             大島喜八 他3名 

C-2-4 肥満及び痩せの生活習慣の特徴と身体症状との関連 

大妻女子大学健康センター                 新堀多賀子 他4名 

C-2-5 高BMI（肥満）大学生の健康意識 

北海道情報大学保健センター 鈴木登志子 他1名 

C-2-6 5年間の体重変化とメタボリックシンドローム関連因子との関係 

慶應義塾大学保健管理センター            松本可愛 他6名 

〔D-1 健康診断・メンタルスクリーニング〕  座長：佐藤 武（佐賀大学保健管理センター所長） 

D-1-1 月経前緊張症（PMS症候群）に対する女子学生のアンケート調査 

宇都宮大学保健管理センター             中静康子 他4名 

D-1-2 UPI-RS、ADHD・ASD困り感質問紙の短縮統合版の試作 

信州大学工学部 メンタルヘルスケアセンター   山﨑 勇 他5名 

D-1-3 健康管理サービスに対する学生の認知と利用及びニーズに関する調査（11） 

獨協大学保健センター                   中川知佳 他8名 

D-1-4 大学1年生を対象とした健康診断におけるメンタルヘルス対策の導入 

長崎大学保健・医療推進センター             Peter J Bernick 他4名 

D-1-5 大学生の精神的健康度に関する調査研究 −K10とGHQ-30の並存妥当性について− 

富山大学保健管理センター 杉谷支所        酒井 渉 他5名 

D-1-6 学生健康診断におけるうつスクリーニング導入の予備的検討 

筑波大学保健管理センター 精神科         太刀川弘和 他8名 

〔D-2 健康診断・抑うつ/自殺〕  座長：一宮 厚（九州大学健康科学センター教授） 

D-2-1 過去12年間の入学時UPIの回答分類とその後の精神衛生上の問題との関係について 

北海道大学保健センター                久蔵孝幸 他7名 

D-2-2 医師・看護師養成プロセスにおける精神健康度調査 ～自殺予防プログラムに向けて～ 

高知大学保健管理センター 医学部分室        渋谷恵子 他5名 

D-2-3 職員の健康診断時に使用したメンタルヘルス問診項目の解析 

千葉大学 総合安全衛生管理機構          中田 暁 他15名 

D-2-4 抑うつとライフスタイルとの関係についての検討 

順天堂大学 本郷キャンパス健康管理室      伊藤佳奈美 他8名 

D-2-5 教職員を対象とした健康診断におけるメンタルヘルス対策の導入 

長崎大学保健・医療推進センター              田山 淳 他4名 

〔E-1 支援・健康教育（1）〕  座長：守山 敏樹（大阪大学保健センター長） 

E-1-1 教養教育科目における集団活動を主とした心理教育プログラムの試み 



琉球大学保健管理センター                古川 卓 他6名 

E-1-2 大学新入生における，過去の飲酒・喫煙・薬物乱用予防教育の経験に関する調査 

信州大学総合健康安全センター             内田満夫 他2名 

E-1-3 短大生の飲酒に関する意識調査について −2005年～2010年− 

西日本短期大学                      手嶋孝子 他2名 

E-1-4 当保健センターにおける熱中症対策の取り組み 

大阪教育大学保健センター                 中司妙美 他3名 

E-1-5 全学AED授業のアンケート調査からみたAEDに対する大学生の意識の変化 

九州大学健康科学センター                丸山 徹 他10名 

E-1-6 大学構内における救急対応の検討 

千葉大学 総合安全衛生管理機構          齊川郁子 他12名 

E-1-7 大学における学生及び教職員のヒヤリハット事例の検討 −場所･時間及び内容の特性− 

愛媛大学総合健康センター                  岡田克俊 他7名 

〔E-2 支援・健康教育（2）〕  座長：藤井 義博（藤女子大学保健センター長） 

E-2-1 大学生における食生活習慣とメンタルヘルスとの関係 

愛知県立大学 看護学部                岡本和士 他2名 

E-2-2 大阪府食育ヤングリーダー養成事業として取り組んだ学生主体の食育活動について 

追手門学院大学 学生課                 川崎詔子 他3名 

E-2-3 学生定期健康診断受診率と生活習慣、健康状態および健康診断に対する意識の関係 

青山学院大学保健管理センター               塩澤友規 他8名 

E-2-4 大学生における健康意識と運動意識・生活習慣に関する研究 

青山学院大学 身体の技能領域研究室          佐藤周平 他7名 

E-2-5 大学生の健康への取り組みとQOL 

岐阜大学保健管理センター                田中生雅 他7名 

E-2-6 セルフメディケーションのための準備状況 

名寄市立大学                      大見広規 他8名 

〔F-1 支援・メンタルヘルス・調査〕  座長：中村 準一（鳥取大学保健管理センター所長） 

F-1-1 大学生の自殺関連行動に関する実態調査 

茨城大学保健管理センター                  内田千代子 他7名 

F-1-2 大学院における休学・退学・留年学生に関する調査 −第8報（平成21年度集計結果）− 

東京工業大学保健管理センター              安宅勝弘 他4名 

 

F-1-3    UPI結果へ回答方法が与える影響 −自己記入とWeb回答との比較（続報）− 

岐阜大学保健管理センター                  佐渡忠洋 他8名 



F-1-4 アンケートからみた大学生における身体的・精神的健康状態と頭痛の検討 

鳥取大学保健管理センター               三島香津子 他６名 

F-1-5 大学生は摂食障害についてどのように考えているのか ～意識調査より～ 

広島大学保健管理センター               三宅典恵 他19名 

F-1-6 七夕の短冊に書かれた内容からみた学生の特徴について（2009年から2011年） 

岡山理科大学健康管理センター            中島弘徳 他7名 

〔F-2 支援・メンタルヘルス・研究〕  座長：須賀 英道（龍谷大学保健管理センター長） 

F-2-1 大学生の使用する性格特性語からパーソナリティ認知傾向を検討する 

弘前大学保健管理センター                田名場美雪 他4名 

F-2-2 平成生まれの大学生は未熟化しているのか？ 

新潟大学保健管理センター               七里佳代 他8名 

F-2-3 大学新入生の生活習慣とタイプAの諸特徴との関連について 

弘前大学保健管理センター               高橋恵子 他4名 

F-2-4 大学生の大うつ病患者における不快な自伝的記憶想起の心臓自律神経への反映 

神戸大学保健管理センター                 清水光恵 他3名 

F-2-5 PTSDにおける再体験・驚愕反応の心臓自律神経活動における反映 

滋賀大学保健管理センター               久保田泰考 他3名 

F-2-6 性的逸脱を主訴とした2症例 −パキシルが衝動性を惹起したのか？− 

静岡大学保健センター                  古橋裕子 他5名 

F-2-7 幻聴は統合失調症に特徴的な症状なのか？ 

鹿児島大学保健管理センター             森岡洋史 他10名 

〔G-1 支援・メンタルヘルス・発達障害〕  座長：大西 勝（岡山大学保健管理センター教授） 

G-1-1 大学生は発達障害についてどのように考えているか？−意識調査より− 

広島大学保健管理センター               岡本百合 他19名 

G-1-2 ADHD困り感質問紙の尺度構成 

信州大学総合健康安全センター            岩渕未紗 他8名 

G-1-3 キャンパス内における遠隔講義システムを用いた発達障害学生に対する修学支援 

一橋大学保健センター                  丸田伯子 他6名 

G-1-4 発達障害傾向をもつ大学生への心理療法的アプローチに関する一考察 

神戸大学保健管理センター               松河理子 他3名 

G-1-5 発達障害大学生に対するナラティブ・アプローチに基づく心理教育の実践研究 

富山大学保健管理センター               西村優紀美 他10名 

G-1-6 オフとオンの調和による発達障害大学生支援 −Webを併用した単一事例質的研究− 

富山大学保健管理センター                斎藤清二 他10名 



G-1-7 発達障害大学生を支援する組織のマネジメント −富山大学における実践研究− 

富山大学学生支援センター               吉永崇史 他9名 

〔G-2 支援・メンタルヘルス〕   座長：江副 智子（島根大学保健管理センター副所長・教授） 

G-2-1 早稲田大学保健センターにおける精神保健相談 −10年間の活動報告− 

早稲田大学保健センター                青木裕見 他2名 

G-2-2 学生の保健管理センターの利用と健康支援についての検討 

浜松医科大学保健管理センター            糟谷修子 他2名 

G-2-3 東京大学駒場保健センターにおける内科受診者数の変化 

東京大学 保健・健康推進本部            山崎 憲 他7名 

G-2-4 事件性のある事案についての情報開示に関する一考察（2） 

広島大学保健管理センター               内野悌司 他9名 

G-2-5 精神科受診学生の学業転帰に関する調査 −治療継続・中断者を比較して− 

筑波大学保健管理センター 精神科         石井映美 他2名 

G-2-6 視覚・聴覚障害学生のメンタルヘルスに関する精神医学的検討 

筑波技術大学保健科学部 保健学科        佐々木恵美 他5名 

〔H-1 支援・メンタルヘルス・ストレス〕  座長：坂口 守男（大阪教育大学保健センター所長） 

H-1-1 学生期イベントと自殺予防対策 

広島大学保健管理センター               磯部典子 他7名 

H-1-2 薬学部学生の学習ストレスについて 

東北薬科大学保健管理センター            杉山雅宏 

H-1-3 職場ストレス度チェックによる産業医巡視の新たな試み 

名古屋工業大学 技術グループ            井村仁美 他12名 

H-1-4 長時間労働者への面接指導（時間外労働月80時間超を対象とすることの効果と意義） 

神戸大学保健管理センター               藤平和弘 他18名 

H-1-5 携帯電話によるメンタルヘルスアンケートシステムの構築 

東京家政大学保健センター               市丸雄平 他1名 

H-1-6 『教職員のための学生対応マップ』の効果 −充実した学生サポート体制を目指して（2）− 

東京家政大学保健センター 学生相談室      山本洋子 他7名 

〔H-2 支援・メンタルヘルス・復学/復職/アウトリーチ〕 座長：荒川 長巳（島根大学保健管理センター教授） 

H-2-1 きっかけづくりとチーム支援による学生相談対象の拡大 

金沢大学保健管理センター 足立由美 他9名 

H-2-2 留年生のためのサポートグループ（その2） 

静岡大学保健センター                  太田裕一 他10名 



H-2-3 筑波大学における休学者等に対する支援状況の実態調査について 

筑波大学保健管理センター               杉江 征 他5名 

H-2-4 心の問題を抱えた学生の復学支援を考える ～休学の理由・復学状況の確認～ 

愛知学院大学学生部学生課 学生相談センター  前田 章 他6名 

H-2-5 中規模総合大学における法人化後の復職支援の現状と課題 

三重大学保健管理センター 吉村さくら 他６名 

H-2-6 岡山大学における雇用障がい者の就業支援への工夫 −就労前面談の効用とその注意点− 

岡山大学保健管理センター               清水幸登 他１１名 

〔I-1 支援・フィジカルヘルス・アレルギー/生活習慣（1）〕 座長：岩崎 泰正（高知大学保健管理センター所長） 

I-1-1 医学生におけるアレルギー疾患の罹患状況 

富山大学保健管理センター 杉谷キャンパス    松井祥子 他５名 

I-1-2 内科医の花粉症治療実態調査 −処方調査と内科医アンケート調査から− 

東京大学保健・健康推進本部             根岸直子 他6名 

I-1-3 性別・年齢層別からみた骨密度と生活因子との関連 

大妻女子大学家政学部                 明渡陽子 

I-1-4 週1回の体育実技授業が身体組成に与える効果 

日本大学芸術学部                    小沢 徹 他1名 

I-1-5 肥満学生を対象とした健康支援プログラムにおける歩数調査の有用性 

九州大学健康科学センター                荒川 令 他13名 

〔I-2 支援・フィジカルヘルス・生活習慣（2）〕  座長：小倉 俊郎（岡山大学保健管理センター長） 

I-2-1 大学職員に対する運動教室の効果 −第二報− 

九州大学健康科学センター                  松園美貴 他6名 

I-2-2 標準体重男性で“腹八分”と運動はインスリン抵抗性と慢性炎症を改善する 

名古屋大学総合保健体育科学センター           小池晃彦 他5名 

I-2-3 国際基督教大学診療所における糖尿病改善事例 

国際基督教大学                          佐藤優子 他2名 

I-2-4 学生における睡眠健診のすすめ 

東北大学保健管理センター       伊藤めぐみ 他11名 

I-2-5 肥満学生における食行動特性と肝機能異常との関連性についての検討 

和歌山大学保健管理センター                別所寛人 他3名 

〔J-1 支援・フィジカルヘルス・禁煙対策と支援（1）〕 座長：高橋 裕子（奈良女子大学保健管理センター教授） 

J-1-1 大学生の喫煙習慣とHLCの関連 

中部大学生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 藤丸郁代 他2名 



J-1-2 大学生が考える中高大学生の喫煙率低下の要因について 

岩手大学保健管理センター               佐藤加代子 他7名 

J-1-3 新潟大学におけるキャンパス内全面禁煙に向けた保健管理センターの取組み 

新潟大学保健管理センター                 佐藤千代子 他8名 

J-1-4 山口大学常盤キャンパス喫煙対策5か年計画におけるアンケート結果から見えてきたもの 

山口大学大学教育機構保健管理センター      奥屋 茂 他8名 

J-1-5 九州大学における喫煙対策「卒煙Qプロジェクト」について 

九州大学健康科学センター                 眞崎義憲 他15名 

〔J-2 支援・フィジカルヘルス・禁煙対策と支援（2）〕  座長：小牧 宏一（埼玉県立大学保健センター所長） 

J-2-1 学生・教職員向け禁煙支援「卒煙Qプログラム」の取り組み 

九州大学健康科学センター                  野村桃子 他14名 

J-2-2 受動喫煙防止対策としての職員健診時アンケート調査と尿中コチニン測定 

岡山大学保健管理センター                 絹見佳子 他7名 

J-2-3 大学から発信した地域禁煙教育 ～受動喫煙防止活動からの発展～ 

愛知学院大学保健センター                 糠谷敬子 他4名 

J-2-4 大学禁煙化ロードマップの作成と提供について（第二報） 

国立大学法人保健管理施設協議会 大学における喫煙対策調査研究班 

 高橋裕子（奈良女子大学） 他11名 

〔K-1 支援・感染症・一般〕    座長：馬場 久光（神戸大学保健管理センター所長） 

K-1-1 大学保健センターにおけるトラベルクリニックの実施について 

東京大学保健・健康推進本部                 柳元伸太郎 他16名 

K-1-2 急性上気道炎に対する抗生剤投与は学生の再診率低下に寄与するのか？ 

北海道大学保健センター                  大西俊介 他5名 

K-1-3 2010年佐賀大学医学部キャンパスにおける百日咳流行について 

佐賀大学保健管理センター                  尾崎岩太 他9名 

K-1-4 O-157食中毒に対する対策と対応 

山形大学保健管理センター                 早坂真貴子 他4名 

K-1-5 A群β溶連菌による痂皮性膿痂疹の流行とその対応 

宇都宮大学保健管理センター                永井真由美 他5名 

K-1-6 大学生におけるHPVワクチン接種希望調査 

埼玉県立大学保健センター                 吉田由紀 他1名 

K-1-7 大学生のAIDS/HIVに関する知識の実態調査 

岐阜大学保健管理センター                  磯村有希 他9名 

〔L-1 支援・感染症・麻疹（1）〕   座長：川村 孝（京都大学保健管理センター所長） 



L-1-1 本学新入学生の麻疹ワクチン接種動向 

北海道教育大学保健管理センター             羽賀將衛 他5名 

L-1-2 18歳入学者における麻疹抗体価の4年間の推移 

埼玉県立大学保健センター                  小牧宏一 他1名 

L-1-3 第4期麻疹風疹ワクチン接種導入後の学部新入生における麻疹予防接種状況 

秋田大学保健管理センター                 小林政雄 他4名 

L-1-4 大学院生における留学生と日本人学生の感染症抗体検査の推移 

金沢大学保健管理センター                 池田美智子 他11名 

L-1-5 麻疹抗体価の経年推移−入学から4年次まで3年7ヶ月間の変化 

日本大学薬学部 保健室                  小野真一 他4名 

L-1-6 学校感染症対策 −罹患者発生時の対応、麻疹抗体検査結果推移− 

関西学院 保健館                      宮崎亜希子 他12名 

〔L-2 支援・感染症・麻疹（2）〕   座長：岡田 純（北里大学健康管理センター長） 

L-2-1 麻疹、風疹、ムンプス、水痘抗体価の高値に関連する因子 

京都大学健康科学センター                 武内治郎 他3名 

L-2-2 麻疹・風疹・水痘・ムンプスの抗体陽性率とワクチン接種に関する検討 

昭和大学保健管理センター                 向野穂子 他3名 

L-2-3 麻疹排除に向けた医学部生のワクチン接種歴調査と抗体保有率 

近畿大学医学部附属病院 安全衛生管理センター   池田行宏 他3名 

L-2-4 4感染症の抗体検査と学生の感染予防の意識調査 

愛知きわみ看護短期大学                 御田村相模 他2名 

L-2-5 入学予定者に対するお知らせ文書による麻疹ワクチン接種率向上への取り組み 

名古屋外国語大学・名古屋学芸大学保健管理センター 青山節子 他5名 

L-2-6 平成23年度入学者に対する麻疹感染防止対策に関するアンケートの結果報告 

全国大学保健管理協会北海道地方部会保健師・看護師分科会 幹事 札幌大学 伊藤千鶴子 

〔M-1 特別区分（1）〕   座長：苗村 育郎（秋田大学保健管理センター所長） 

M-1-1 東日本大震災における岩手大学保健管理センターの現状と課題 

岩手大学保健管理センター                長沼敦子 他5名 

M-1-2 本学学生の東日本大震災による被害状況 −アンケート調査結果− 

東北薬科大学保健管理センター               大河原雄一 他2名 

M-1-3 東日本大震災が当センター精神科受診者へ与えた影響 

筑波大学保健管理センター                 堀 孝文 他2名 

M-1-4 東日本大震災にて孤立した三陸キャンパスの救援活動とその問題点の検討 

北里大学健康管理センター                蛯名倫巳 他4名 



M-1-5 被災地における医療・健康づくり活動 

仙台大学健康管理センター                橋本 実 他5名 

M-1-6 東日本大震災におけるPTSD：災害医療支援職員に対する予防介入の実践 

長崎大学保健・医療推進センター             小川さやか 他5名 

M-1-7 東日本大震災後の健康診断時に施行した『震災に関するアンケート調査』について 

宇都宮大学保健管理センター               吉野啓子 他4名 

M-1-8 演題取り消し 

〔M-2 特別区分（2）〕    座長：飛田 渉（東北大学保健管理センター所長） 

M-2-1 筑波大学の東日本大震災における学生相談体制（1）−相談体制の構築と経過− 

筑波大学保健管理センター                田附あえか 他5名 

M-2-2 筑波大学の東日本大震災における学生相談体制（2）−相談事例の分析− 

筑波大学保健管理センター                 寺島 瞳 他5名 

M-2-3 筑波大学の東日本大震災における学生相談体制（3）−留学生ついて− 

筑波大学保健管理センター                  島田直子 他5名 

M-2-4 学生による災害ボランティア活動の意義と支援 

仙台大学健康管理センター                 鈴木真理子 他2名 

M-2-5 東日本大震災時の学生アンケート調査 

星薬科大学保健管理センター                山口志津子 他2名 

M-2-6 被災地キャンパス所属学生の反応と学生相談室の役割 

北里大学健康管理センター 学生相談室      柘植道子 他4名 

M-2-7 東日本大震災における救護業務：避難所を設置した大学における経験から 

茨城大学保健管理センター               宮川八平 他5名 


