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第50回（平成24年度）
全国大学保健管理研究集会概要

　平成24年10月17日（水）・18日（木）の両日，ポートピアホール（神戸市中央区港島中町 6丁目10番 1号），他を

会場として，文部科学省のご後援により，国立大学法人神戸大学と共催にて神戸大学を当番校とし，第50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343機関806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，詳細は平成25年 3月発行の CAMPUS HEALTH 50（1）「第50回全国大学保健管理研究集会報告書」（神戸大

学編集）として刊行した。

共通テーマ「大学保健管理の半世紀～先人に学び未来を拓
ひら

く～」

【第 1日目】　10月17日（水）

（1）開会式・オリエンテーション　ポートピアホール

 開会の辞 運営委員会 副委員長 馬　場　久　光

   （神戸大学 保健管理センター 所長）

 挨　　拶 運営委員会 委員長 福　田　秀　樹

   （神戸大学 学長）

  公益社団法人 全国大学保健管理協会会長 松　本　　　紘

   （京都大学 学長）

  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 神戸大学 学務部 学生支援課長 小　野　雅　章

（2）特別講演　ポートピアホール

 演　　題 「低炭素循環型社会の構築 ～ バイオリファイナリーへの転換 ～」

 演　　者 神戸大学 学長 福　田　秀　樹

 司　　会 神戸大学 保健管理センター 所長 馬　場　久　光

（3）招聘特別講演　ポートピアホール

 演　　題 「iPS 細胞研究の進展」

 演　　者 京都大学 iPS細胞研究所 所長 山　中　伸　弥

 演　　者 京都大学 iPS細胞研究所 基盤技術研究部門 教授 青　井　貴　之

 司　　会 京都大学 環境安全保健機構 健康科学センター長 川　村　　　孝

（4）公益社団法人 全国大学保健管理協会　総会　ポートピアホール

（5）ランチョンセミナー 1　ポートピアホテル 大輪田 B

 演　　題 「禁煙支援の歩み　～半世紀の変遷と今後の展望～」

 演　　者 奈良女子大学 保健管理センター 教授 髙　橋　裕　子

 司　　会 岩手大学 保健管理センター長 立　身　政　信

 共　　催 ファイザー 株式会社

　　ランチョンセミナー 2　ポートピアホテル 大輪田 C

 演　　題 「肝炎対策の歩み　～半世紀の変遷と今後の展望～」

 演　　者 神戸大学 医学部附属病院 消化器内科 講師 瀬　尾　　　靖
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 司　　会 昭和大学 保健管理センター 所長 米　山　啓一郎

 共　　催 MSD 株式会社

（6）座談会　ポートピアホール

 テ ー マ 「全国大学保健管理協会と全国大学保健管理研究集会の半世紀」

 司　　会 大阪大学 保健センター 教授 守　山　敏　樹

  立命館大学 保健センター 所長 伊　東　　　宏

 出 席 者 （元）全国大学保健管理協会 理事 渡　辺　久　雄

  （元）全国大学保健管理協会 理事 山　本　公　弘

  （元）全国大学保健管理協会 理事 佐　藤　祐　造

  （元）全国大学保健管理協会 理事 佐々木　大　輔

（7）国際シンポジウム （同時通訳あり）　ポートピアホール

 テーマ 「日本，米国，英国における大学保健管理

  University health services in Japan, the United States, and the United Kingdom」

 Chairs（司会） Mayumi Yamamoto, MD PhD MBA

  　Professor/Director, Health Administration Center, Gifu University, Japan

  Hiroaki Yoshikawa, MD PhD

  　Professor, Health Service Center, Kanazawa University, Japan

 Speakers（演者） Ikuo Saito, MD PhD

  　Deputy Managing Director, Japan University Health Association（JUHA）

  　Professor, Keio University Health Center, Japan

  Jennifer Haubenreiser, MA FACHA

  　President, American College Health Association（ACHA）

  　Director, MSU Health Promotion, Student Health Service,

  　Montana State University, USA

  Harpreet Singh Arshi, MB ChB MRCGP

  　President（ 2011-2012）,Student Health Association（UK）

  　Medical Offi cer, University of Exeter, UK

【第 2日目】　10月18日（木）

（1）ポスター自由閲覧　ポートピアホテル

（2）一般研究発表（ポスターディスカッション）　ポートピアホテル

（3）ランチョンセミナー 3　ポートピアホテル

 演　　題 「高血圧・冠動脈疾患の診療　～半世紀の変遷と今後の展望～」

 演　　者 神戸大学大学院 医学研究科 内科学講座 循環器内科学分野 教授

   平　田　健　一

 司　　会 愛媛大学 総合健康センター長 佐　伯　修　一

 共　　催 MSD 株式会社

　　ランチョンセミナー 4

 演　　題 「うつ病の診療　～半世紀の変遷と今後の展望～」

 演　　者 龍谷大学 保健管理センター長 須　賀　英　道

 司　　会 福島大学 人間発達文化学類 教授 内　田　千代子
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 共　　催 塩野義製薬 株式会社

（4）教育講演 1　ポートピアホール

 演　　題 「HIV感染症と AIDS：31年の軌跡」

 演　　者 熊本大学大学院 生命科学研究部 血液内科・膠原病内科・感染免疫診療部 教授

  国立国際医療研究センター 臨床研究センター長 満　屋　裕　明

 司　　会 熊本大学 保健センター長 岸　川　秀　樹

（5）教育講演 2　ポートピアホール

 演　　題 「発達障害から発達凸凹へ」

 演　　者 浜松医科大学医学部 児童青年期精神医学講座 教授 杉　山　登志郎

 司　　会 兵庫教育大学 保健管理センター 所長 西　口　直　希

（6）閉会式　ポートピアホール

 優秀演題の発表と表彰

  優秀演題選定委員長 辻　井　啓　之

   （奈良教育大学 保健センター長）

  優秀演題選定副委員長 久保田　　　稔

   （関西学院大学 保健館長）

（優秀演題）

演題番号 氏　　名 所　　属 演　　題　　名

A-10 生　稲　直　美 千葉大学総合安全衛生管理機構 千葉大学における胸部 X線検査省略の現状調査
第二報

B-12 山　崎　浩　則 長崎大学保健・医療推進センター 大学生に適した新規食行動質問票の開発

C-6 戸　田　寛　子 慶應義塾大学保健管理センター 随時尿中ナトリウム測定を利用した減塩指導の
効果

D-6 吉　村　　　彩 北海道大学保健センター 動物実験従事者の動物アレルギー

E-10 潤　間　励　子 千葉大学総合安全衛生管理機構 外国人留学生 に対するウイルス性疾患抗体検査
とクオンティフェロンテスト TBの検討

F-6 川　崎　詔　子 追手門大学院大学保健室 大学に対する参加型喫煙防止教育の長期有用性
について

G-1 酒　井　　　渉 富山大学保健管理センター杉谷支所 修学サポートグループの有効性についての検討
－学生支援モデルとの関連から－

H-1 井　上　光　一 姫路獨協大学健康管理室 新入生不安尺度の作成

I-14 岡　本　百　合 広島大学保健管理センター 発達障害と二次的障害を抱える学生の進路状況

J-4 鈴　木　真理子 仙台大学保健管理センター 仮設住宅における仙台大学健康支援の効果につ
いて

K-5 細　田　憲　一 福岡大学保健管理センター 摂食障害と向き合う　－空洞化した現代型モラ
トリアムを生きる－

L-3 山　本　洋　子 東京家政大学保健センター学生相談室 学生相談室の情報提供による連携活動－充実し
た学生サポート体制を目指して（3）－

 挨　　拶  公益社団法人 全国大学保健管理協会 代表理事 川　村　　　孝

   （京都大学 環境安全保健機構 健康科学センター長）

  次期 全国大学保健管理研究集会 主催者 代表 山　本　眞由美

   （岐阜大学 保健管理センター 教授・センター長）

 閉会の辞 運営委員会副委員長 馬　場　久　光

   （神戸大学 保健管理センター 所長）
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一般研究発表プログラム

ブロック A〈健康診断〉

座長：吉原　正治（広島大学　保健管理センター長）

A-1 学生証を利用した健康診断システムの構築を試みて

  名古屋大学総合保健体育科学センター 市　橋　　　淳　他 7名

A-2 WEB調査票システムの構築と学生健診への導入

  大阪大学保健センター 明　石　美智子　他 9名

A-3 自動計測システム及び健診予約システム導入による学生定期健康診断効率化の実際

  新潟大学保健管理センター 神　主　京　子　他 8名

座長：三宅　　仁（長岡技術科学大学　体育・保健センター長）

A-4 健康診断システムの開発と評価 1

  慶應義塾大学保健管理センター 藤　井　　　香　他14名

A-5 健康診断システムの開発と評価 2

  慶應義塾大学保健管理センター 齋　藤　圭　美　他14名

A-6 Webを利用した学生健康診断結果通知システム構築の試み

  埼玉県立大学保健センター 小　牧　宏　一　他 1名

座長：川村祐一郎（旭川医科大学　保健管理センター長）

A-7 分散型キャンパスにおける健康診断受診率向上の取り組み－ e-ヘルスサービスの検討－

  香川大学保健管理センター 鎌　野　　　寛　他 9名

A-8 学生向け健康手帳の活用の試み

  山梨大学保健管理センター 中　込　裕　美　他 6名

A-9 医療系学部における職員健康診断後の精密検査未受診者への対応と法的側面

  山口大学大学教育機構保健管理センター 森　本　宏　志　他 9名

座長：須甲　松信（東京藝術大学　保健管理センター長）

A-10 千葉大学における胸部 X線検査省略の現状調査　第二報

  千葉大学総合安全衛生管理機構 生　稲　直　美　他13名

A-11 学生胸部 X線検査対象者改訂 1年後の報告－新入学生の受検率向上を目指して－

  愛媛大学総合健康センター 村　上　和　恵　他 9名

A-12 大学二次健康診断に於けるデジタル X線画像診断システム（FCR）の有用性（第 3報）

  北見工業大学保健管理センター 本　田　　　明　他 3名

ブロック B〈肥満・やせ・食育〉

座長：鈴木　芳樹（新潟大学　保健管理センター所長）

B-1 新潟大学職員定期健康診断におけるメタボリックシンドロームの分析

  新潟大学保健管理センター 黒　田　　　毅　他 8名

B-2 メタボリックシンドロームの教職員に対するチーム医療の展開とその効果

  長崎大学保健・医療推進センター 田　山　　　淳　他 6名

B-3 静岡大学静岡キャンパス事業所における保健業務の重点項目に関する検討

  静岡大学保健センター 森　田　純　仁　他13名

座長：尾股　　健（宮城教育大学　保健管理センター所長）

B-4 男子大学生の定期健康診断（定健）における腹囲測定の意義について

  九州大学健康科学センター 田　中　朋　子　他15名
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B-5 学生定期健康診断事後指導肥満教室参加者の生活習慣と行動特性

  宮崎大学安全衛生保健センター 江　藤　敏　治　他 8名

B-6 女子大生の「隠れ肥満」の実態調査とその背景因子の分析

  大妻女子大学健康センター 新　堀　多賀子　他 5名

座長：別所　寛人（和歌山大学　保健管理センター所長）

B-7 保健施設内の看護職による簡単な支援を中心に据えた肥満大学生に対する減量指導の効果

  群馬大学健康支援総合センター 大　島　喜　八　他 4名

B-8 生活時間調査からみた大学生の肥満予防指導への一考察

  静岡大学保健センター 前　堀　洋　子　他11名

B-9 日本人勤労者におけるタイプ A行動パターンと肥満についての検討

  長崎大学保健・医療推進センター 小　川　さやか　他 4名

座長：斎藤　清二（富山大学　保健管理センター長）

B-10 BMI 16.5 以下の女子大生の食生活習慣が身体に与える影響と栄養保健指導について

  東京家政大学保健センター保健室 平　田　玲　子　他 6名

B-11 愛媛大学生の体型意識と実態に関する追跡報告

  愛媛大学総合健康センター 津　野　恭　子　他 9名

B-12 大学生に適した新規食行動質問票の開発

  長崎大学保健・医療推進センター 山　崎　浩　則　他 6名

座長：潤間　励子（千葉大学　総合安全衛生管理機構　講師）

B-13 学生への「食と心身の健康に関する」調査から見えてきたこと

  大阪大学保健センター 杉　田　義　郎　他 8名

B-14 鳥取大学の学生に対する食と食育に関する実態・意識調査

  鳥取大学保健管理センター 三　島　香津子　他 5名

B-15 大学生に対する多角的栄養教育プログラムの構築

  筑波大学大学院疾患制御医学専攻内分泌代謝・糖尿病内科 伊　部　陽　子　他 9名

B-16 保健室における保健所との連携による健康教育の取組み

  信州大学総合健康安全センター 武　田　弘　子　他 7名

ブロック C〈フィジカルヘルス（1）〉

座長：大塚　盛男（筑波大学　保健管理センター教授）

C-1 大学新入生における体成分分析器より得られた体組成の意義付け

  山形大学保健管理センター 冨　樫　　　整　他 5名

C-2 前期および後期における体育実技授業による身体組成の変化の特徴

  日本大学芸術学部 小　沢　　　徹　他 2名

C-3 大学新入生における半期の大学生活が体力，健康・運動意識及び生活習慣に及ぼす影響

  青山学院大学 矢　野　雄　彦　他 7名

C-4 保健管理センターにおける THP ルームの開設と学生・職員を対象とする THP活動

  神戸大学保健管理センター 近　藤　泰　子　他14名

座長：瀧原　圭子（大阪大学　保健センター長）

C-5 家庭血圧値からみた大学生の高血圧

  秋田大学保健管理センター 小　林　政　雄　他 4名
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C-6 随時尿中ナトリウム測定を利用した減塩指導の効果　

  慶應義塾大学保健管理センター 戸　田　寛　子　他 4名

C-7 学生健診での Short QTの検討

  東京大学保健・健康推進本部 岩　澤　邦　明　他 4名

座長：岩﨑　泰正（高知大学　保健管理センター所長）

C-8 加圧空気チェンバー（HBA）入室が感染患者の酸化ストレスと血液流動性に及ぼす影響

  鹿屋体育大学 添　嶋　裕　嗣　他 2名

C-9 唾液中コルチゾール濃度測定を用いた大学女性教職員のストレス調査の試み

  岐阜大学保健管理センター 加　納　亜　紀　他 9名

座長：石黒　　洋（名古屋大学　総合保健体育科学センター教授）

C-10 女子医学生への新入生オリエンテーション時の健康教育の実施と課題

  東京女子医科大学学生健康管理センター 横　田　仁　子　他 5名

C-11 留学中の健康状態に関するアンケート調査結果と留学前健康教育の取り組み

  国際基督教大学診療所 山　添　智　子　　　　

C-12 大学生の性の健康教育の現状と課題

  相模女子大学 横　田　智　子　　　　

座長：大島　喜八（群馬大学　健康支援総合センター　副センター長）

C-13 子宮頸がん予防教育について

  広島大学保健管理センター 松　山　まり子　他12名

C-14 子宮頸がんについてのアンケート調査

  宇都宮大学保健管理センター 永　井　真由美　他 5名

C-15 月経症状に及ぼす生活関連因子の検討

  大妻女子大学健康センター 湯　淺　洋　子　他 4名

ブロック D〈フィジカルヘルス（2）〉

座長：武藏　　学（北海道大学　保健センター長）

D-1 診断に10年を要した自他覚所見に乏しい自己免疫性萎縮性甲状腺炎の 1若年女性例

  静岡大学保健センター 山　本　裕　之　他13名

D-2 大学生の健診採血時における血管迷走神経反応の発現頻度とその背景因子

  大分大学保健管理センター 工　藤　欣　邦　他 5名

D-3 医学部学生における神経調節性失神の実態調査と対応

  旭川医科大学保健管理センター 川　村　祐一郎　他 2名

座長：木谷　誠一（東京海洋大学　保健管理センター・応用生命科学　教授）

D-4 大学生のアレルギー疾患に関する実態調査

  岡山大学保健管理センター 古　賀　　　光　他10名

D-5 思春期におけるアレルギー疾患に関する実態調査

  大阪大学皮膚科学教室 木　嶋　晶　子　他 4名

D-6 動物実験従事者の動物アレルギー

  北海道大学保健センター 吉　村　　　彩　他 8名

座長：藤本　繁夫（大阪市立大学　保健管理センター所長）

D-7 大学生における脚筋力と歩行時の転倒との関連について

  愛媛大学総合健康センター 岡　田　克　俊　他 8名
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D-8 静岡大学静岡キャンパスにおける外傷の傾向と有効な保健指導に向けて

  静岡大学保健センター 山　本　こず恵　他13名

D-9 大学生の腰痛・肩こり等の身体症状と，歩行動作・重心バランスの関係について

  成蹊学園健康支援センター 万　年　宏　美　他 6名

D-10 大学生のインターネット依存と疲労自覚症状に関する実態調査

  青山学院大学保健管理センター 松　本　さゆり　他 6名

ブロック E〈感染症〉

座長：山本　和彦（九州大学　健康科学センター教授）

E-1 本学における過去 5年間の麻疹対策の取り組みと今後の課題

  大阪教育大学保健センター 有　川　智　美　他 3名

E-2 学生・職員における麻疹抗体価の経年的推移の検討

  浜松医科大学保健管理センター 橋　本　　　大　他 6名

E-3 当大学における感染症のアンケート調査結果の検討

  名古屋大学総合保健体育科学センター 山　本　明　子　他 7名

座長：西郷　勝康（姫路獨協大学　健康管理室　室長）

E-4 第 4期麻疹・風疹混合ワクチン後の抗体価と日本環境感染学会の基準について

  名寄市立大学保健福祉センター 大　見　広　規　他 8名

E-5 本学学生の入学時の麻疹，風疹，ムンプス，水痘ウイルス抗体価に関する検討

  千葉大学総合安全衛生管理機構 齋　藤　佳　子　他11名

E-6 新入生の流行性ウイルス感染症予防について

  新潟大学保健管理センター 真　島　一　郎　他 8名

座長：前田　健一（徳島大学　保健管理センター所長）

E-7 基本 4感染症抗体価の在学中の増減に関する検討 －ムンプス抗体陰性者はなぜ多いのか－

  日本大学薬学部保健室 小　野　真　一　他 4名

E-8 ムンプス抗体価の動向

  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

E-9 流行性耳下腺炎の抗体価の推移 －健康調査の罹患歴・予防接種歴－

  金沢大学保健管理センター 宮　崎　節　子　他 9名

座長：冨樫　　整（山形大学　保健管理センター所長）

E-10 外国人留学生に対するウイルス性疾患抗体検査とクオンティフェロンテスト TBORの検討

  千葉大学総合安全衛生管理機構 潤　間　励　子　他12名

E-11 留学生 7名の水痘症感染事例

  長岡技術科学大学体育・保健センター 滝　澤　信　子　他 2名

E-12 フィリピンより帰国後，デング熱を発症した症例

  鹿児島大学保健管理センター 鮫　島　久　美　他 7名

座長：鎌野　　寛（香川大学　保健管理センター所長）

E-13 薬学部実務実習に際しての感染症予防対策－医学部を持たない総合大学における対応－

  立命館大学保健センター 作　田　恭　子　他 8名

E-14 B型肝炎ワクチン接種後の抗体価の推移についての検討

  昭和大学保健管理センター 阿久沢　比左江　他 3名
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E-15 B型肝炎抗体獲得者における 2年間の追跡調査

  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

E-16 北海道内の大学における百日咳サーベイランスの試み

  北海道教育大学保健管理センター 羽　賀　將　衛　他 3名

ブロック F〈喫煙・飲酒・薬物〉

座長：宮川　八平（茨城大学　保健管理センター所長）

F-1 大阪大学における学生喫煙率の推移と課題

  大阪大学保健センター 林　　　ル　ミ　他10名

F-2 鹿児島大学における喫煙率の変化 ～タッチパネルを用いたアンケート調査～

  鹿児島大学保健管理センター 中　村　聡　子　他 6名

F-3 福岡教育大における喫煙状況調査の結果について（第 3報）

  福岡教育大学健康科学センター 橋　野　京　子　他 4名

座長：高橋　裕子（奈良女子大学　保健管理センター教授）

F-4 京都府内における大学の喫煙状況・喫煙対策についてのアンケート調査結果

  立命館大学保健センター 松　永　奈央子　他 9名

F-5 大学入学時の喫煙状態が喫煙防止教育後の喫煙状況の変化にもたらす影響について

  追手門学院大学保健室 川　崎　詔　子　他 1名

F-6 大学に対する参加型喫煙防止教育の長期有用性について

  追手門学院大学保健室 川　崎　詔　子　他 1名

座長：寶學　英隆（奈良先端科学技術大学院大学　保健管理センター所長）

F-7 禁煙支援を受ける学生の増加をめざす～岩手大学生の喫煙率に対する予測の調査から～

  岩手大学保健管理センター 茅　平　鈴　子　他 7名

F-8 学生に対する総合的な禁煙指導プログラムの試み ～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 6名

F-9 大学生のアルバイト環境と受動喫煙調査

  宮崎大学安全衛生保健センター 江　藤　敏　治　他 8名

F-10 本学学生の喫煙行動と生活習慣，精神健康状態についての検討

  埼玉県立大学保健センター 吉　田　由　紀　他 8名

座長：山縣然太郎（山梨大学　保健管理センター長）

F-11 大学院生の喫煙率，飲酒率－13年間のトレンド

  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

F-12 大学生の喫煙と飲酒に関する知識と認識の実態調査

  岐阜大学保健管理センター 磯　村　有　希　他10名

F-13 大学生のアルコール体質検査実施による飲酒の意識調査

  公立大学法人大阪市立大学保健管理センター 老　田　恵美子　他 4名

F-14 大学生の違法薬物に関する意識・実態調査とその背景

  九州大学健康科学センター 入　江　正　洋　他11名

ブロック G〈修学支援・その他〉

座長：宮田　正和（福岡教育大学　保健管理センター所長）

G-1 修学サポートグループの有効性についての検討－学生支援モデルとの関連から－

  富山大学保健管理センター杉谷支所 酒　井　　　渉　他11名等
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G-2 特別な配慮を要する学生への対応－健診時問診票の既往歴申告を活用して－

  三重大学保健管理センター 山　下　智　子　他 5名

G-3 つくばアクションプロジェクトの創出とその効果について

  筑波大学人間系・保健管理センター 杉　江　　　征　他 8名

座長：水野　　恵（京都女子大学　健康管理センター診療所　所長）

G-4 岐阜大学女性研究者支援「メンター制度」取組と課題

  岐阜大学保健管理センター 田　中　生　雅　他 8名

G-5 高等教育の障害学生支援における保健管理施設の役割と連携について

  広島大学保健管理センター 吉　原　正　治　他15名

G-6 保健管理センターにおける危機管理対策　－日常業務における「備え」について－

  岡山大学保健管理センター 内　藤　恵　子　他10名

G-7 医療系職員の危機管理 ～防犯対策についての取り組み～

  山口大学保健管理センター 中　原　敦　子　他 9名

座長：大澤　　功（愛知学院大学　保健センター所長）

G-8 「 自転車マナー・ルールについて」アンケート調査報告（ 3大学合同）

  北海道大学保健センター 川　原　由佳子　他 7名

G-9 医学部大学院生による全学での健康相談業務：学生が学生を診療した際のアンケート調査

  九州大学健康科学センター 丸　山　　　徹　他15名

G-10 QRコード認識携帯電話を用いた双方向参加型講義の有効性と可能性

  宮崎大学安全衛生保健センター 江　藤　敏　治　他 8名

ブロック H〈メンタルスクリーニング，等〉

座長：佐藤　　武（佐賀大学　保健管理センター所長）

H-1 新入生不安尺度の作成

  姫路獨協大学健康管理室 井　上　光　一　他 1名

H-2 保健センターの健康管理サービスに対する学生の認知・利用・ニーズに関する調査12

  獨協大学保健センター 中　川　知　佳　他 9名

H-3 保健センターの健康管理サービスに対する学生の認知・利用・ニーズに関する調査13

  獨協大学保健センター 永　利　美　花　他 9名

H-4 保健センターの健康管理サービスに対する学生の認知・利用・ニーズに関する調査14

  獨協大学保健センター 山　村　　　礎　他 9名

H-5 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（第 2報）

  岡山理科大学健康管理センター 中　島　弘　徳　他 8名

座長：安宅　勝弘（東京工業大学　保健管理センター教授）

H-6  新入生全員面接の有用性についての検討～ UPIと面接記録及びセンター利用状況から～

  富山大学保健管理センター高岡支所 宮　田　留　美　他 3名

H-7 大学新入生のメンタルヘルスと呼び出し面接方法及びその後の学生相談室利用との関連

  北里大学健康管理センター 山　田　裕　子　他 6名

H-8 （演題取り下げ）Web を利用した健康調査法について

  鹿児島大学保健管理センター 廣　瀧　和　美　他10名

H-9 新入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 Bernick　他 6名
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座長：吉野　啓子（宇都宮大学　保健管理センター所長）

H-10 UPI 利用と UPI 呼出面接に関する探索的検討－休・退学データを指標として－

  筑波大学保健管理センター学生相談室 島　田　直　子　他 7名

H-11 大学院における休学・退学・留年学生に関する調査第 9報（平成22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 5名

H-12 長期不登校学生の調査 2

  静岡大学保健センター 古　橋　裕　子　他 7名

座長：中野　隆史（獨協大学　保健センター所長）

H-13 臨床的印象と統計からみる大学院生の相談傾向

  大阪大学保健センター 武　中　美佳子　他 2名

H-14 学生メンタルサポート室開室に伴う相談内容等の変化

  山梨大学保健管理センター 伊　藤　美　佳　他 6名

H-15 保健管理センターにおける留学生相談

  広島大学保健管理センター 小　島　奈々恵　他 9名

ブロック I〈発達障害〉

座長：渡辺　　厚（福島大学　保健管理センター教授）

I-1 工学部における UPI-RS短縮版，ADHD・ASD困り感質問紙短縮版の得点の検討

  信州大学工学部 山　﨑　　　勇　他 5名

I-2 ADHD困り感質問紙短縮版の作成

  信州大学総合健康安全センター 岩　渕　未　紗　他 5名

I-3 発達障害学生の心理検査の評価について（1）－WAIS-Ⅲと AQ-Jの特徴－

  北海道大学保健センター 斉　藤　美　香　他 6名

I-4 発達障害学生の心理検査の評価について（2）－WAIS-Ⅲは AQ-Jを説明できるか－

  北海道大学保健センター 久　蔵　孝　幸　他 6名

座長：早川　東作（東京農工大学　保健管理センター教授）

I-5 「発達的修学困難チェックシート」を用いた発達障害傾向を有する学生の早期発見の試み

  九州大学健康科学センター 松　下　智　子　他 2名

I-6 AQ および GHQ を用いた健康診断における大学生のメンタルヘルス評価

  京都大学健康科学センター 上　床　輝　久　他 7名

I-7 大学生を対象とした小集団認知行動療法 ～自閉症スペクトラム学生に注目して～

  南山大学 早　川　徳　香　他 4名

I-8 自閉症スペクトラムの学生の支援について

  南山大学瀬戸キャンパス 平　田　成生子　他 4名

座長：堀　　正士（早稲田大学　保健センター所長）

I-9 発達障害の学生に見られたうつ状態について

  徳島大学保健管理センター 井　﨑　ゆみ子　他 8名

I-10 学習支援室の 2年間の取り組みについて

  鹿児島大学保健管理センター 川　池　陽　一　他 9名

I-11 様々な困難を抱える発達障害大学生への修学支援 －対話と自己理解の過程－

  富山大学学生支援センター 桶　谷　文　哲　他11名
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I-12 発達障害が疑われる学生への大学における援助 －教員の理解と関わりが助けとなった例－

  明海大学保健管理センター学生相談室 村　上　弘　子　他 6名

座長：一宮　　厚（九州大学　健康科学センター教授）

I-13 「 保健室窓口における自閉症スペクトラム学生への取り組み」

  南山大学瀬戸キャンパス 田　並　年　子　他 4名

I-14 発達障害と二次的障害を抱える学生の進路状況

  広島大学保健管理センター 岡　本　百　合　他11名

I-15 自閉症スペクトラムの学生への就労支援‐学内インターンシップの試み‐

  高知大学保健管理センター 北　添　紀　子　他 5名

ブロック J〈ストレス・うつ・自殺〉

座長：苗村　育郎（秋田大学　保健管理センター所長）

J-1 大学生のメンタルヘルス：東日本大震災の前後比較

  慶應義塾大学保健管理センター 西　村　由　貴　他 6名

J-2 東日本大震災から 1年後の学生の心理的影響の変化

  岩手大学保健管理センター 早　坂　浩　志　他 5名

J-3 東日本大震災 1年後における都内薬科大学学生の心身への影響

  星薬科大学保健管理センター 山　口　志津子　他 2名

J-4 仮設住宅における仙台大学健康支援の効果について

  仙台大学健康管理センター 鈴　木　真理子　他 5名

座長：中村　準一（鳥取大学　保健管理センター所長）

J-5 大学新入生の生活習慣による疲労度およびストレス反応の検討

  弘前大学保健管理センター 高　橋　恵　子　他 4名

J-6 大学生の入学時のうつ状態に関する質問紙調査 －過去 3年間の入学時評価から－

  広島大学保健管理センター 岡　本　百　合　他11名

J-7 保健管理センターにおける抑うつ学生の対応とコンサルテーションⅡ

  四国大学保健管理センター 澤　野　りき江　他 2名

J-8 大学生の抑うつ症状軽減を目的とした集団認知行動療法の効果

  長崎大学保健・医療推進センター 西　郷　達　雄　他 4名

座長：坂口　守男（大阪教育大学　保健センター所長）

J-9 筑波大学におけるメンタルヘルス教育の授業について

  筑波大学保健管理センター精神科 堀　　　孝　文　他 7名

J-10 学生が考えた自殺予防のアイデア：「こころのウェルネス実践講座」のレポートから

  筑波大学保健管理センター精神科 太刀川　弘　和　他 7名

J-11 自殺予防のためのポストベンション－学生へのメッセージと教職員研修の効果－

  金沢大学保健管理センター 足　立　由　美　他10名

座長：江副　智子（島根大学　保健管理センター教授）

J-12 大学学生相談におけるインターネットを媒介とした危機介入について

  静岡大学保健センター 太　田　裕　一　他13名

J-13 富山大学における自殺防止対策システム（1）－体制構築と活動実績－

  富山大学学生支援センター 八　島　不二彦　他13名
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J-14 富山大学における自殺防止対策システム（2）－自殺関連行動への介入事例の質的分析－

  富山大学保健管理センター 斎　藤　清　二　他13名

ブロック K〈摂食障害・精神疾患・その他〉

座長：藤井　義博（藤女子大学　保健センター長）

K-1 BMIと自我強度尺度および UPI との関連についての検討

  岐阜大学保健管理センター 佐　渡　忠　洋　他 8名

K-2 大学生の過食傾向と認知行動的セルフモニタリングの関係

  東京海洋大学保健管理センター 山　崎　洋　史　他 1名

K-3 新入生に対する摂食障害スクリーニングと早期対応の試み

  群馬大学健康支援総合センター 上　原　　　徹　他 9名

K-4 在学中に摂食障害を発症した学生の休学・復学・卒業を看護師・臨床心理士の連携で支える

  京都教育大学保健管理センター 縄　本　ひとみ　他 3名

K-5 摂食障害と向き合う　－空洞化したモラトリアムを生きる－

  福井大学保健管理センター 細　田　憲　一　　　　

座長：平田健太郎（西南女学院大学　保健福祉学部　福祉学科教授）

K-6 経過中，統合失調症を発症した 9自験例

  筑波大学保健管理センター精神科 石　井　映　美　他 3名

K-7 心の問題を抱えた学生の復学支援を考える（第 2報）～復学支援モデル構築の試み～

  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

K-8 大学生の精神科治療における新たな取り組み－ SDMの導入－

  早稲田大学保健センター 青　木　裕　見　他 3名

K-9 保健管理センターにおけるメンタルヘルス危機対応の工夫

  広島大学保健管理センター 磯　部　典　子　他10名

座長：藤田長太郎（大分大学　保健管理センター教授）

K-10 学生支援に活かすインターネット認知行動療法の展望

  千葉大学大学院医学研究院子どものこころの発達研究センター 永　岡　紗和子　他 5名

K-11 アイデンティティの確立による生活充実を目標とした健康学習プログラム

  龍谷大学短期大学部社会福祉学科 赤　田　太　郎　他 1名

K-12 健康教育とコラージュ療法

  新潟大学保健管理センター 七　里　佳　代　他 8名

K-13 安心安全をテーマにした授業の中から見えてきたもの－レポートの分析から－

  富山大学保健管理センター高岡支所 立　浪　　　勝　他 1名

座長：森岡　洋史（鹿児島大学　保健管理センター教授）

K-14 大学生の職業的不安に関連する心理社会的要因　－その 1　属性別の検討を中心に

  明海大学保健管理センター 杉　浦　雄　策　他 4名

K-15 大学生の職業的不安に関連する心理社会的要因　－その 2　レジリエンスとの関連を中心に

  明海大学外国語学部 樋　口　倫　子　他 4名

K-16 教育実習前の大学生の不安と抑うつに関する検討

  東京学芸大学保健管理センター 長　部　ひとみ　他 4名

ブロック L〈教職員との連携・教職員のメンタルヘルス〉

座長：平野　　均（山口大学　保健管理センター教授）
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L-1 学生のメンタルヘルス支援 ～教職員との連携について～

  筑波技術大学保健管理センター 佐々木　恵　美　他 4名

L-2 学生指導担当者を対象に施設外指導を重視した学内特別精神心理相談の設置と利用状況

  熊本大学保健センター 菊　池　陽　子　他 8名

L-3 学生相談室の情報提供による連携活動 －充実した学生サポート体制を目指して（3）－

  東京家政大学保健センター学生相談室 山　本　洋　子　他 8名

L-4 大学教員との多様な連携に向けた教員研修会の実践とその考察

  南山大学人文学部心理人間学科／名古屋キャンパス保健室 岡　田　暁　宜　他 6名

座長：杉田　義郎（大阪大学　保健センター教授）

L-5 大学法人化による教職員のメンタルヘルス

  三重大学保健管理センター 峰　　　恵　美　他 7名

L-6 当大学におけるメンタルヘルス対策の取り組みについて

  順天堂大学本郷キャンパス健康管理室 伊　藤　佳奈美　他 7名

L-7 ハラスメント被害とメンタルヘルス不全

  神戸大学保健管理センター 小　林　俊　三　他 2名

座長：武本　一美（京都大学　健康科学センター准教授）

L-8 初期研修医，新採用看護師の 2年間の精神健康度調査

  高知大学保健管理センター医学部分室 渋　谷　恵　子　他 5名

L-9 大学医学部における職場のストレス：職業性ストレス簡易調査から見える実態

  佐賀大学保健管理センター 尾　崎　岩　太　他 7名

L-10 メンタルヘルス不調で休業した看護師の復職支援

  岡山大学保健管理センター 大　西　　　勝　他11名

L-11 職場のメンタルヘルス対策　－相談体制のあり方についての検討－

  浜松医科大学保健管理センター 糟　谷　修　子　他 2名
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