
第51回(平成25年度) 

全国大学保健管理研究集会概要 

 

 平成25年11月13日(水)・14日（木）の両日、長良川国際会議場・岐阜都ホテル（岐阜市長良福光2695-2）を会場とし

て、第51回全国大学保健管理研究集会を開催した。主催は、当協会と国立大学法人岐阜大学（当番校）で、文部科

学省及び在名古屋米国領事館アメリカンセンターから後援、公益財団法人岐阜観光コンベンション協会から協賛を

うけた。参加登録者は、330機関から764名であった。 

 概要を以下に記すが、詳細は平成26年3月発行のCAMPUS HEALTH51(1)「第51回全国大学保健管理研究集会

報告書」（岐阜大学編集）を刊行し報告した。 

 

共通テーマ「大学保健管理・次世代への飛翔～生涯健康をめざして～」 

 

【第 1日目】 11 月 13 日（水） 

（1） 開会式 

開会の辞： 運営委員会 副委員長 山 本 眞由美（岐阜大学保健管理センター長） 

挨  拶： 運営委員会 委員長 森  秀 樹（岐阜大学学長） 

主催挨拶： 公益社団法人全国大学保健管理協会代表理事 川 村  孝（京都大学健康科学センター長） 

来賓挨拶： 文部科学省高等教育局 学生・留学生課長 渡 辺 正 美 

      岐阜市長 細 江 茂 光 

（2） 特別講演  座長：廣 田 則 夫（岐阜大学理事･教学担当副学長） 

演 題： 「生涯健康とがん予防」 

演 者： 森  秀 樹（岐阜大学学長） 

（3） 教育講演 1  座長：立 身 政 信（岩手大学保健管理センター長） 

演 題： 「研究倫理・大学保健管理センターにおける研究倫理の現状とあり方」 

演 者： 山 縣 然太朗（山梨大学医学部社会医学講座教授） 

（4） 公益社団法人 全国大学保健管理協会 総会   

（5） ランチョンセミナー 1  座長：押 田 芳 治（名古屋大学総合保健体育科学センター長） 

演 題： 「生活習慣病の予防のために「食べる」を考える」（共催：武田薬品工業株式会社） 

演 者： 武 田  純（岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学教授） 

 ランチョンセミナー 2  座長：齊 藤 郁 夫（慶應義塾大学名誉教授） 

演 題： 「食塩と高血圧」（共催：MSD 株式会社） 

演 者： 湊 口 信 也（岐阜大学大学院医学系研究科再生医科学循環･呼吸病態学教授） 

（6） 特別招聘講演(同時通訳あり)  座長：山本 眞由美（岐阜大学保健管理センター長） 

テーマ： 「海外の大学保健管理事情」 

演 題： 「米国における大学保健管理の進歩：最近の現状と課題」 

演 者： Anita L.Barkin （カーネギーメロン大学保健管理センター所長・米国大学保健管理協会前会長） 

演 題： 「英国における大学保健管理」 



演 者： Irene Weinreb （ロンドン、インペリアルカレッジ・クリニカルサービス所長・英国大学保健管

理協会前会長） 

 (7)特別セッション１  座長：林 多喜王（北陸先端大学院大学保健管理センター長） 

 「大学の国際化と保健管理」 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 1： 鈴 木 眞 理（政策研究大学院大学保健管理センター教授） 

演 題： 「GRIPS における外国人留学生の健康実態」 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 2： 石 井  彰（東京学芸大学保健管理センター所長） 

演 題： 「留学生の健康管理を想定した胸部 X線検査のあり方」 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 3： 氏 家 無 限（国立国際医療研究センター客員研究員） 

演 題： 「留学前に必要なワクチン」 

【第 2日目】 11 月 14 日（木） 

（1） 一般研究発表（ポスターディスカッション） 

（2） ランチョンセミナー 3  座長：瀧 原 圭 子（大阪大学保健センター長） 

「禁煙支援」（共催：ファイザー 株式会社） 

演 題１：「大学の禁煙～環境、教育、支援の観点から～」 

演 者： 高 橋 裕 子（奈良女子大学保健管理センター教授） 

演 題 2：「禁煙治療の実際と今後の展望」 

演 者： 飯 田 真 美（岐阜県総合医療センター主任部長兼内科部長） 

（3）ランチョンセミナー 4  座長：田 中 生雅（愛知教育大学保健環境センター教授） 

演 題： 「若者のうつを考える：うつ病と新型うつ病」（共催：塩野義製薬株式会社） 

演 者： 塩 入 俊 樹（岐阜大学大学院医学系研究科 神経統御学講座精神病理学分野 教授） 

（4） 教育講演 2  座長：吉 川 弘 明（金沢大学保健管理センター教授) 

演 題： 「妊娠・不妊に関する知識の普及啓発について」 

演 者： 内 山 晃 治（厚生労働省雇用均等･児童家庭局母子保健課課長補佐） 

（5） 時事講演  座長：須 賀 英 道（龍谷大学保健管理センター教授） 

演 題： 「ポジティブ思考によって目覚める健康意識の向上」 

演 者： 石 川 雄 一（日本ヘルスサイエンスセンター代表取締役） 

（6）特別セッション２  座長：山 本 裕 之（静岡大学保健管理センター所長） 

演 題： 「東日本大震災後の取り組み」 

演 者 1：「原発事故後の県民健康管理調査とコミュニケーション」 松 井 史 郎 

（福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター広報コミュニケーション部門長特命教授） 

演 者 2：「被災後のメンタルヘルス支援の取り組み」 大 川 貴 子（福島県立医科大学看護学部准教授） 

演 者 3：「名古屋大学における災害対策の取り組み」 飛 田  潤（名古屋大学災害対策室室長） 

（7）特別セッション 3  座長：吉 原 正 治（広島大学保健管理センター長） 

「大学における障害学生支援について」 



ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 1：「障がいのある学生の修学支援に関する検討会（第一次まとめ）の概要と今後の課題」 

      竹 田 一 則（筑波大学人間系教授･障害学生支援室長） 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 2：「大学における障害学生支援体制について～富山大学の発達障害大学生支援の経験から～」 

      齋 藤 清 二（富山大学保健管理センター長） 

 

(8)閉会式   

・優秀演題の発表と表彰 

     優秀演題選定委員長  押 田 芳 治（名古屋大学総合保健体育科学センター長） 

＜優秀演題＞ 

演題番号 氏 名   所 属     演題名 

B1-4 高山 昌子 慶應義塾大学保健管理センター 当大学における B型肝炎ワクチン基礎接種無反応者の管理体制 

B4-1 三木 寿子 兵庫県立大学明石看護キャンパス事務部学務課 

過去 6年間における麻疹･風疹･水痘･ムンプス抗体価、ワクチン接種率についての検討 

C2-1 斎藤 佳子 千葉大学総合安全衛生管理機構 大学生健診尿糖陽性者の耐糖能とその対応に関する検討 

C4-5 楠田 佐江子 立命館大学保健センター  胃がんリスク検診（ABCD 検診）の導入－5年間の成果と課題－ 

F2-4 吉村 さくら 三重大学保健管理センター 大学健康診断における糖尿病の現状 

F3-2 茅平 鈴子 岩手大学保健管理センター 大学敷地内禁煙にともなう門外の喫煙について 

H3-4 寺島 瞳 筑波大学保健管理センター 

発達的修学困難チェックシートおよび UPI を用いた新入生呼び出し面接の試み 

H4-4 和泉 恵子 山梨大学保健管理センター 

学生定期健康診断の問診票を活用した看護職によるメンタルスクリーニング 

H8-3 前田 章 愛知学院大学学生相談センター 

心の問題を抱えた学生の復学支援を考える（第 3報）～休学者相談週間の試み～ 

H9-6 古橋 忠晃 名古屋大学医学部大学院精神健康医学/学生相談総合センター 

フランスの大学生の抱えるメンタルヘルスの諸問題とその対策について 

 

・新名誉会員への記念品授与および、主催あいさつ  公益社団法人全国大学保健管理協会副代表理事  

米 山 啓一郎(昭和大学保健管理センター所長) 

・次期 全国大学保健管理研究集会当番校挨拶 

   河 邊 博 史（慶應義塾大学保健管理センター 所長 ） 

閉会の辞 運営委員会副委員長  山 本 眞由美（岐阜大学保健管理センター長） 

 

一般研究発表プログラム 

【ブロック A】 

（健康教育 1）  座長：佐藤 武（佐賀大学保健管理センター所長） 

A1-1 大学教職員におけるヘルスリテラシーの関連因子の解析 

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 



A1-2 カラダとの対話 －身体メージ彩色図法の健康教育への活用－       東京電機大学 今野紀子 

A1-3 大学生におけるインターネット依存と学年ならびに日常生活状況の関連性に関する調査 

青山学院大学保健管理センター 大里貴子 他 5名 

A1-4 健康学の授業における心移植に関するアンケート結果の経年的変化 

九州大学キャンパスライフ健康支援センター 丸山 徹 他 7名 

A1-5 認知・行動特性の特殊性の理解における寓話の役割 

鹿児島大学保健管理センター 鮫島久美 他 3名 

A1-6 大学生の行動変容についての実態調査―学生アンケートからの考察 

弘前大学保健管理センター 高橋恵子 他 3名 

（健康教育 2）  座長：石黒 洋（名古屋大学総合保健体育科学センター教授） 

A2-1 学内献血者数と採血不可者数の変動            姫路獨協大学薬学部 西郷勝康 他2名 

A2-2 当大学における学校保健安全法と労働安全衛生法の教育経験 

岡山大学保健管理センター 清水幸登 他10名 

A2-3 大学キャンパス内で実施した子宮頸がん検診   宇都宮大学保健管理センター 永井真由美 他5名 

A2-4 子宮頸がん予防啓発活動の成果について      東海大学健康推進センター 櫻井芳美  他10名 

A2-5 大学生が行う子宮頸がん予防啓発活動について    島根大学保健管理センター 河野美江 他5名 

A2-6 都内薬科大学女子学生における月経関連症状とその対応への意識 

星薬科大学保健管理センター 稲葉育代 他3名 

【ブロック B】 

（感染症 1）  座長：中野 功（名古屋工業大学保健センター長） 

B1-1 季節性インフルエンザワクチンの予防接種における予約システムの導入 

東京大学健康・保健推進本部内科 間中勝則 他12名 

B1-2 大学生におけるインフルエンザ対策の励行状況    大分大学保健管理センター 工藤欣邦 他4名  

B1-3 わが国の大学組織におけるインフルエンザ（H1N1）2009流行の実態：文献的レビュー 

信州大学総合健康安全センター 内田満夫 他2名  

B1-4 当大学におけるB 型肝炎ワクチン基礎接種無反応者の管理体制 

慶應義塾大学保健管理センター 高山昌子  他13名 

B1-5 免疫の記憶を考慮したB 型肝炎ウイルスに対するワクチン接種管理体制の確立 

慶応義塾大学保健管理センター 横山裕一 他13名  

B1-6 新入生におけるB 型肝炎ウイルス抗体（HBs 抗体）疑陽性の一例 

浜松医科大学保健管理センター 橋本 大 他4名 

（感染症2）  座長：中川 克（立命館大学保健センター・安全管理室 安全管理室副室長） 

B2-1 新入学短期留学生の活動性肺結核の対応について 

長崎大学保健・医療推進センター 大坪敬子 他6名 

B2-2 アジア某国から受け入れた留学生の集団結核発症に関する報告 



公益社団法人全国大学保健管理協会国際連携委員会 中川 克 他7名 

B2-3 結核定期外健康診断を実施して耐性結核菌であった交換留学生のケース 

桃山学院大学学生支援課保健室 今井敏子 

B2-4 保健センターでの子宮頸がんワクチン接種実施報告～接種勧奨中止に伴う影響～ 

北海道大学保健センター 折戸智恵子 他7名 

B2-5 予防接種と学生の意識 ―予防接種記録カードは有効か― 

東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター 大澤里惠 他3名 

B2-6 学生・保健所との連携によるHIV/AIDS 予防啓発キャンペーン活動報告 

桜美林大学学生生活支援課保健衛生支援室 西野幸子 他6名 

（感染症3）  座長：潤間励子（千葉大学総合安全衛生管理機構講師） 

B3-1 基本4 感染症のワクチン接種と自然環境下におけるブースター効果の差異． 

日本大学薬学部保健室 小野真一 他3名 

B3-2 第4 期麻疹予防接種および接種勧奨が本学学部入学生の麻疹感受性に与えた影響 

九州大学基幹教育院学修・健康支援開発部 眞崎義憲 他8名 

B3-3 学生の基本4 種の予防接種について―日本環境感染学会のガイドラインを指針とした対策 

日本赤十字看護大学保健センター保健室 吉田典子 

B3-4 本学にて実施した職員と学生の麻しん抗体価についての一報告 

東邦大学習志野学事部健康管理室 高橋友子 他1名 

B3-5 教職員の麻しんおよび風しん抗体検査に関する報告 

金城学院大学保健センター 河村与志子 他7名 

B3-6 大学教職員における感染症4 種抗体価の検討     岐阜大学保健管理センター 加納亜紀 他9名 

（感染症4）  座長：岸川秀樹（熊本大学保健センター長） 

B4-1 過去6 年間における麻疹・風疹・水痘・ムンプス抗体価、ワクチン接種率についての検討 

兵庫県立大学看護学部学務課 三木寿子 

B4-2 医学部における6 年間の4 種感染症抗体の動向 

東京女子医科大学学生健康管理センター 内田啓子 他1名  

B4-3 医薬系キャンパスにおける風疹抗体価の動向 

富山大学保健管理センター杉谷支所 高倉一恵 他6名 

B4-4 「麻疹、風疹等各種ワクチン接種対象者の年次推移とワクチンによる抗体獲得率」 

大阪大学保健センター 熊谷一代 他9名 

B4-5 学部新入生への第4 期麻しん風しん予防接種アンケート調査 

千葉大学総合安全衛生管理機構 潤間励子 他11名 

【ブロックC 1】 

（健康診断1）  座長：李 鍾大（福井大学保健管理センター教授） 

C1-1 定期健康診断の血圧測定における本学の取り組み 



北海道大学保健センター 川原由佳子 他7名 

C1-2 血圧測定と同時に血圧脈波を解析するオシロメトリック血圧測定器（PASESA）の有用性について 

鹿屋体育大学保健管理センター 齊藤和人 他4名 

C1-3 健診時高血圧学生の後日再検に関する検討 

秋田大学保健管理センター 小林政雄  他4名 

C1-4 成蹊大学における体育会系部員に対する心電図検査の取り組み 

成蹊大学保健室 古川幸意 他3名 

C1-5 新潟大学学生定期健康診断における血圧と肥満指数の検討 

新潟大学保健管理センター 黒田 毅 他8名 

C1-6 大学生の腹囲と内臓脂肪面積         長崎大学保健・医療推進センター 山崎浩則 他9名 

【ブロックC 2】 

（健康診断2）  座長：久保田稔（関西学院大学保健館長） 

C2-1 大学生健診尿糖陽性者の耐糖能とその対応に関する検討 

千葉大学総合安全衛生管理機構 齋藤佳子 他11名 

C2-2 学生健康診断における尿糖陽性者への対応の検討 

慶應義塾大学保健管理センター 澁谷麻由美  他15名 

C2-3 女子医学生における健康診断時の精神健康度と身体、血液検査所見との相関について 

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 

C2-4 若年女子運動選手の血清脂質は運動種目により異なる 

鹿屋体育大学スポーツ生命科学系 添嶋裕嗣 他3名 

C2-5 金沢大学新入大学生におけるALT 値の検討 

金沢大学保健管理センター 池田美智子 他12名  

C2-6 新入生健康診断における甲状腺疾患のスクリーニング 

岡山大学保健管理センター 小倉俊郎 他8名  

【ブロックC 3】 

（健康診断3）  座長：鈴木芳樹（新潟大学保健管理センター所長） 

C3-1 留学生の尿検査有所見の傾向～陽性率からみる健診対策～ 

北海道大学保健センター 吉村 彩 他9名 

C3-2 定期健康診断における留学生の結核性画像所見の検討 

北見工業大学保健管理センター 本田 明 他3名 

C3-3 全学年を対象とした大学生の定期胸部エックス線検査の有用性について 

静岡大学保健センター 森田純仁  他13名 

C3-4 大学の健康診断における色覚検査の方法と意義 

神戸大学保健管理センター 藤平和弘 他14名 

C3-5 地元歯科医師会と連携した「大学生無料歯科健診（もっとスマイル！）」の実施について 



神戸大学保健管理センター 林原礼子 他14名 

C3-6 医療系学部における学生健康診断後の精密検査未受診者への対応について 

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  

【ブロックC 4】 

（健康診断4）  座長：馬場久光（神戸大学保健管理センター所長） 

C4-1 学生健診で取り組んだヘルスインタビュー     産業医科大学保健センター 八谷百合子 他10名 

C4-2 大学生5000名の骨量調査（運動との関係）         大東文化大学診療所 福島 斉 他3名 

C4-3 骨検診におけるQUS 法（定量的超音波法）の有効性の検討 

慶應義塾大学保健管理センター 神田武志 他10名 

C4-4 山口大学教職員定期健康診断における生活習慣病の経年的変化の検討 

山口大学大学教育機構保健管理センター 山本直樹 他10名 

C4-5 胃がんリスク検診（ABCD 検診）の導入- 5 年間の成果と課題- 

立命館大学保健センター 楠田佐江子 他9名  

C4-6 医学部教職員における定期健康診断後の行動調査 

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  

【ブロックD】 

（産業保健）  座長：西尾彰泰（岐阜大学保健管理センター准教授） 

D-1 教職員の一般定期健診時メンタルチェックの試行 

静岡大学保健センター 山本裕之  他12名 

D-2 横浜市立大学における教職員の健康管理システムの構築 

公立大学法人横浜市立大学保健管理センター 飛田千絵 他6名 

D-3 職場のメンタルヘルス対策 ―産業医との連携― 

広島修道大学学生課保健室 古武節子 他3名 

D-4 長時間労働と勤務形態が健康状態に与える影響の検討 

東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター／職員健康管理室 宮崎泰成 他3名 

D-5 メンタルヘルス問題で休業した看護職への職場復帰支援の現状と課題 

徳島大学保健管理センター 井﨑ゆみ子 他8名 

D-6 当大学における障がい者雇用への支援―保健師の立場から― 

岡山大学保健管理センター 岡 香織 他11名 

【ブロックE】 

（情報処理）  座長：三宅 仁（長岡技術科学大学体育・保健センター長） 

E-1 学生支援のための情報集約システム導入による学生生活における危機管理 

金沢大学保健管理センター 足立由美 他13名 

E-2 完全自動・無人健康診断システムの導入            名古屋工業大学 麻生伸代 他4名 

E-3 学生健康診断業務フローの改善＜第2 報＞健康診断システムの改善の試み 



愛媛大学総合健康センター 岡田克俊 他8名 

E-4 感染症管理システムの開発と評価1－病院職員，医療系学部の結核管理－ 

慶應義塾大学保健管理センター 松本可愛 他15名 

E-5 感染症管理システムの開発と評価2- 病院職員，医療系学部のウイルス感染症管理- 

慶應義塾大学保健管理センター 藤井 香 他15名 

E-6 データーベースシステムを用いた保健管理センターの業務効率化 

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3名 

E-7 学生健康診断業務フローの改善＜第1 報＞健康診断証明書の発行時期を早めるための試み 

愛媛大学総合健康センター 村上和恵 他9名 

【ブロックF 1】 

（健康教育・保健指導１）  座長：高橋裕子（奈良女子大学保健管理センター教授） 

F1-1 中規模総合大学における、過去10年間の大学生の喫煙状況変化について 

追手門学院大学 川崎詔子 他1名 

F1-2 大阪大学教職員における喫煙について～女性における喫煙の影響～ 

大阪大学保健センター 梅野有希  他11名 

F1-3 本学保健センターにおける受動喫煙防止支援～ 6 年間の活動と学内変化～ 

愛知学院大学保健センター 糠谷敬子 他6名 

F1-4 新潟大学保健管理センターによる禁煙サポートの実態について 

新潟大学保健管理センター 真島一郎 他8名 

F1-5 岩手医科大学における禁煙対策に向けた喫煙に関する実態調査 

岩手医科大学健康管理センター 久保陽子 他4名 

F1-6 非喫煙者を社会に送り出す取り組み          立命館大学保健センター 田門宜子 他12名 

【ブロックF 2】 

（健康教育・保健指導2）  座長：小倉俊郎（岡山大学保健管理センター長） 

F2-1 新潟大学における身体面の健康相談の現状と保健指導に関する検討 

新潟大学保健管理センター 上ノ山友子 他8名 

F2-2 大学生の月経及び随伴する健康問題に関する実態調査～保健センターの介入方法の検討～ 

静岡大学保健センター 野上愛里子他14名 

F2-3 携帯端末利用と交通安全に関する実態調査 

名寄市立大学保健福祉センター 大見広規 他5名 

F2-4 大学健康診断における糖尿病の現状        三重大学保健管理センター 吉村さくら 他5名 

F2-5 信州大学におけるエピペン携帯学生の実態調査 

信州大学総合健康安全センター 藤村智子 他14名 

F2-6 本学におけるムスリム留学生の宗教的ニーズと保健管理センターでの対応 

政策研究大学院大学保健管理センター 田中ゆり 他1名 



【ブロックF 3】 

（健康教育・保健指導3）  座長：近藤孝晴（中部大学生命健康科学部教授） 

F3-1 キャンパス禁煙化への道のりと今後の課題          立命館大学学生部 淺野昭人 他4名 

F3-2 大学敷地内禁煙にともなう門外の喫煙について    岩手大学保健管理センター 茅平鈴子 他7名 

F3-3 新潟大学のキャンパス内全面禁煙実施前後における具体的な取組み 

新潟大学保健管理センター 佐藤千代子 他8名  

F3-4 福岡教育大学の教職員と学生に対する生活習慣に関する実態・意識調査 

福岡教育大学健康科学センター 白石裕子 他4名  

F3-5 男子大学生の骨密度に影響を与える生活習慣の検討      宮崎県立看護大学 江藤敏治 他1名 

F3-6 本学学生の飲酒行動と問題点           鳥取大学保健管理センター 三島香津子 他5名 

【ブロックF 4】 

（康教育・保健指導4）  座長：江口昇勇（日本福祉大学学生相談保健センター長） 

F4-1 心理的な原因で倒れる学生のケアと成長支援 

高知大学保健管理センター医学部分室 隅田はぎ枝 他2名 

F4-2 保健管理センターにおける学生支援に果たす看護職の役割 

浜松医科大学保健管理センター 糟谷修子 他2名 

F4-3 入学早期の学生支援における入学前健康調査の意義に関する考察 

富山大学保健管理センター 山田真帆 他3名 

F4-4 東海大学における付属推薦入学者支援報告書を活用した「心と身体の継続支援」 

東海大学健康推進センター湘南健康推進室 萱場隆人1 他11名 

F4-5 大学における健康支援プログラム‐ 支援者の教育養成- 

九州大学キャンパスライフ・健康支援センター 戸田美紀子 他11名 

F4-6 「健康ミニガイド」の充実をめざして 

群馬大学健康支援総合センター 八重樫聡子 他4名 

【ブロックG 1】 

（フィジカルヘルス1）  座長：住田安弘（三重大学保健管理センター所長） 

G1-1 （演題取り下げ） 

G1-2 食行動尺度による肥満関連因子の評価とその妥当性の検討 

横浜国立大学保健管理センター 福榮太郎 他5名  

G1-3 肥満学生の過半数は高インスリン、高ALT 血症を示す－肥満690例での検討－ 

群馬大学健康支援総合センター 大島喜八 他4名 

G1-4 特定健診受診者におけるメタボリック症候群への進行予測因子の検討 

千葉大学総合安全衛生管理機構 今関文夫 他12名 

G1-5 男子大学生を対象とした非アルコール性脂肪性肝疾患の疫学調査及び臨床研究 

東京大学保健・健康推進本部 井上有希子 他14名 



G1-6 大学新入生におけるフィットネストレーニングが体力、運動意識、生活習慣に及ぼす影響 

青山学院大学 杉本和那美 他7名 

【ブロックG 2】 

（フィジカルヘルス2）  座長：大澤 功（愛知学院大学保健センター所長） 

G2-1 受診票からみた学生の疾病動向           昭和大学保健管理センター 白畑孝子 他4名 

G2-2 女子大生の子宮頸癌・乳癌に関する意識調査     大妻女子大学健康センター 小林洋子 他4名 

G2-3 肩のこりや張り感に関するアンケート調査を用いた検討 

鹿屋体育大学保健管理センター 大隅奈津子 他4名  

G2-4 慢性呼吸不全を伴う先天性筋ジストロフィー大学生への修学支援 

富山大学学生支援センター 日下部貴史 他8名 

G2-5 教養部キャンパス内の保健管理センター分室の現状と考察 

東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター／職員健康管理室 荻原美智子 他3名 

【ブロックH 1】 

（メンタルヘルス1）  座長：吉原正治（広島大学保健管理センター長） 

H1-1 大学入学後自閉症スペクトラムと診断された自験例の検討 

静岡大学保健センター 古橋裕子 他10名 

H1-2 小規模工学系大学における発達障害学生の受け入れ 

長岡技術科学大学体育・保健センター 三宅 仁 他4名 

H1-3 ASD をもつ大学生における恋愛・性の課題について―症例を通して 

山梨県立大学 坂本玲子 他2名 

H1-4 発達障害のある学生への多元的修学支援アプローチ 

富山大学学生支援センター 桶谷文哲 他5名 

H1-5 自閉症スペクトラムの特性に配慮した就職面接セミナーの開発（1） 

高知大学保健管理センター 北添紀子 他6名 

H1-6 自閉症スペクトラムの学生の就職支援について 

明海大学保健管理センター学生相談室 村上弘子 他6名 

【ブロックH 2】 

（メンタルヘルス2）  座長：苗村育郎（秋田大学保健管理センター所長） 

H2-1 学生の抑うつ傾向とセルフケア及び学生支援に関する検討 

愛知教育大学保健環境センター 田中生雅 他4名 

H2-2 うつ予防を目的とした集団認知行動療法の効果―ハイリスクな大学新入生への介入― 

長崎大学保健・医療推進センター 田山 淳 他9名 

H2-3 学生寮で発生した自殺への対応          弘前大学保健管理センター 田名場美雪 他3名 

H2-4 学生健康診断におけるうつ病、自殺念慮と身体症状との関連 

筑波大学保健管理センター精神科 太刀川弘和 他6名 



H2-5 大学生における希死念慮の有無とその背景要因に関する報告‐ EQUSITE Study ‐ 

九州大学基幹教育院 熊谷秋三 他8名 

H2-6 大学生の休学・退学・留年、自殺の問題について      福島大学人間発達文化学類 内田千代子 

【ブロックH 3】 

（メンタルヘルス3）  座長：鈴木 壯（岐阜大学教育学部学校教育教授） 

H3-1 新入生を対象としたメンタルヘルス対策～健康診断におけるUPI 呼出面接の導入～ 

筑波技術大学保健管理センター 佐々木恵美 他4名 

H3-2 UPI にみる教員養成系大学新入生の心身健康度の変化－ゆとり教育による影響－ 

上越教育大学大学院生活・健康系コース（学校ヘルスケア） 加藤以澄 他4名 

H3-3 UPI 得点からみた新入生のメンタルヘルスの特徴と学生支援体制について 

明海大学不動産学部 杉浦雄策 他4名 

H3-4 発達的修学困難チェックシートおよびUPI を用いた新入生呼び出し面接の試み 

筑波大学保健管理センター 寺島 瞳 他3名 

H3-5 スポーツ系学科におけるUPI の特徴           北翔大学保健センター 佐藤祐基 他5名  

H3-6 大学生のストレス気質、生活習慣およびメンタルヘルスとの関連性について 

明海大学外国語学部 樋口倫子 他3名 

【ブロックH 4】 

（メンタルヘルス4）座長：古橋忠晃（名古屋大学医学部大学院精神健康医学 学生相談総合センター助教） 

H4-1 講義で実践するメンタルヘルス1 次予防                 東北薬科大学 杉山雅宏 

H4-2 学内連携における守秘義務の検討－より充実した学生サポート体制を目指して（4）－ 

東京家政大学保健センター学生相談室 山本洋子 他8名 

H4-3 学生相談機関のカウンセラーによるガイダンスの意義 

筑波大学保健管理センター 中岡千幸 他3名 

H4-4 学生定期健康診断時の問診票を活用した看護職によるメンタルスクリーニング 

山梨大学保健管理センター 和泉恵子 他3名 

H4-5 保健管理活動におけるアロマテラピー健康講座実施とアンケート調査結果の検討 

愛知教育大学保健環境センター 間瀬由紀 他4名 

H4-6 医学部における臨床実習のメンタルヘルスサポート体制について 

高知大学保健管理センター医学部分室 渋谷恵子 他2名 

【ブロックH 5】 

（メンタルヘルス5）  座長：齋藤清二（富山大学保健管理センター長） 

H5-1 大学における障害学生修学支援機関立ち上げについて 

静岡大学保健センター 太田裕一 他14名 

H5-2 発達障害関連困り感質問紙とUPI-RS 短縮統合版質問紙の作成 

信州大学教育学部 高橋知音 他5名 



H5-3 発達障害関連困り感質問紙とUPI-RS 短縮統合版質問紙と援助要請行動との関連 

信州大学工学部メンタルヘルスケアセンター 山﨑 勇 他4名 

H5-4 摂食障害と自閉症スペクトラムとの関係性に関する疫学調査 

南山大学 早川徳香 他4名 

H5-5 大学生の自閉傾向と自己困難認知の関連       広島大学保健管理センター 高田 純 他9名  

H5-6 発達障害学生の諸特徴 －カルテ調査から見える困難さについての分析－ 

北海道大学保健センター 斉藤美香 他7名 

【ブロックH 6】 

（メンタルヘルス6）  座長：田中生雅（愛知教育大学保健環境センター教授） 

H6-1 新潟大学メンタルヘルス検診平成24年度の現況 

新潟大学保健管理センター 七里佳代 他8名  

H6-2 新潟大学メンタルヘルス検診7 年間の検証～精神保健活動との連関 

新潟大学保健管理センター 澁谷雅子 他8名  

H6-3 東日本大震災から2 年間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 

H6-4 東日本大震災2 年後の都内薬科大学学生の心身への影響および災害への対応 

星薬科大学保健管理センター 山口志津子 他5名 

H6-5 学生のプレゼンティーイズムが前頭葉機能に与える影響：近赤外分光法を用いた検討 

熊本大学医学部附属病院神経精神科 松下正輝 他8名 

H6-6 保健管理センターにおけるNIRS の可能性について（第一報） 

鹿児島大学保健管理センター 川池陽一 他4名 

【ブロックH 7】 

（メンタルヘルス7）  座長：冨田悟江（名古屋工業大学保健センター准教授） 

H7-1 統合失調症発症後も学業を続けて就職に至った2例－こころの診療室と家族・教職員との共同支援－ 

早稲田大学保健センターこころの診療室 青木裕見 他3名 

H7-2 （演題取り下げ） 

H7-3 大学生における社交不安障害アンケート調査     広島大学保健管理センター 三宅典恵 他11名 

H7-4 岐阜県下大学生のSOC（ Sense of Coherence）に関する実態調査 

岐阜大学保健管理センター 西尾彰泰 他16名 

H7-5 大学生のインターネット使用と精神心理学的側面との関連について 

広島大学保健管理センター 岡本百合 他11名  

H7-6 何が精神的問題の存在をスタッフに主張するのか 

獨協大学保健センター 永利美花 他9名 

【ブロックH 8】 

（メンタルヘルス8）  座長：足立由美（金沢大学保健管理センター准教授） 



H8-1 学生相談実践に関する考察－障害学生支援および医療との棲み分け・連携について－ 

富山大学保健管理センター杉谷支所 酒井 渉 他5名 

H8-2 メンタルサポートシステムによる不登校・ひきこもり学生への対応とその有効性の検討 

和歌山大学保健管理センター 西谷 崇 他3名 

H8-3 心の問題を抱えた学生の復学支援を考える（第3 報）～休学者相談週間の試み～ 

愛知学院大学学生相談センター 前田 章 他6名 

H8-4 精神科通院学生の学業転帰について（平成16年度から24年度までの自験例から） 

筑波大学保健管理センター 石井映美 他4名 

H8-5 当大学における障がい者雇用への支援－メンタルヘルスの立場から－ 

岡山大学保健管理センター 安東節子 他13名 

H8-6 就職活動期の相談の現状と心理的支援        広島大学保健管理センター 磯部典子 他8名 

【ブロックH 9】 

（メンタルヘルス9）  座長：岡田暁宜（南山大学人文学部心理人間学科教授･名古屋キャンパス保健室長） 

H9-1 東京医科歯科大学保健管理センターにおけるメンタルヘルス相談の役割に関する検討 

東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター／職員健康管理室 平井伸英 他3名 

H9-2 横浜市立大学学生・教職員における全般健康度とメンタルヘルスの関係について 

横浜市立大学保健管理センター 金澤直樹 他7名 

H9-3 大学院における休学・退学・留年学生に関する調査第10報（平成23年度集計結果） 

東京工業大学保健管理センター 丸谷俊之 他5名 

H9-4 留年・休学等の不適応学生の実態調査とそのサポート体制 

滋賀大学保健管理センター 久保田泰考 他4名  

H9-5 保健管理センターにおける留学生支援―現状と課題― 

広島大学保健管理センター 小島奈々恵 他9名 

H9-6 フランスの大学生の抱えるメンタルヘルスの諸問題とその対策について 

名古屋大学医学部大学院精神健康医学／学生相談総合センター 古橋忠晃 他3名 

【ブロックH10】 

（メンタルヘルス10）  座長：太田裕一（静岡大学保健センター准教授） 

H10-1 学生に対する能動的アプローチに関する実践報告（1）～こころのアンケートを基に～ 

福井大学学生総合相談室 諸江理映子 他4名 

H10-2 大学入学時の心理学的スクリーニング結果とカウンセラーの介入に関する一考察 

北里大学健康管理センター学生相談室 岡本 悠 他6名 

H10-3 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3報） 

岡山理科大学健康管理センター 中島弘徳 他8名 

H10-4 精神的問題を抱える学生は窓口で自分の問題をどのように語っているのか 

獨協大学保健センター 山村 礎 他9名 



H10-5 大学生の夢見に関する調査研究：夢見頻度と質問紙との関連 

岐阜大学保健管理センター 佐渡忠洋 他9名 

H10-6 風景構成法から見た、学生相談室来談者の心理特徴―対照群との比較を通して 

大阪大学保健センター学生相談室 石金直美 他2名  

【ブロックI】 

（その他）  座長：河邊博史（慶應義塾大学保健管理センター所長） 

I-1 教員による障害学生修学支援のニーズ実態調査の報告 

岐阜大学保健管理センター 磯村有希 他10名 

I-2 大学保健管理活動へのAAA（アニマル･アシスト･アクティビティ）導入の試みと検討 

愛知教育大学保健環境センター 荒武幸代 他5名 

I-3 全国大学保健管理協会（JUHA）と米国大学保健管理協会（ACHA）の交流経過報告 

国際連携委員会(保健管理協会) 山本眞由美 他13名 

I-4 筑波大学における学生相談の多元的な活動展開について－総合相談窓口の新たな試み－ 

筑波大学保健管理センター 杉江 征 他6名  

I-5 ハラスメント相談における保健室の役割―事例を通じて学んだこと― 

岐阜経済大学学生課保健室 伊藤範子 他1名 

I-6 ピア・サポーター養成プログラムの効果に関する検討 

明海大学保健管理センター 星野伸明 他5名 

I-7 災害ボランティア活動している仙台大学生の参加動機と意識 

仙台大学健康管理センター 鈴木真理子 他5名 

I-8 大学における発達障害に関する新聞報道        東北大学保健管理センター 北 浩樹 他2名 

 


