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平成２９年度第５５回全国大学保健管理協会 

関東甲信越地方部会研究集会実施要項 

 

１.目 的  

  全国大学保健管理研究集会の一環として，関東甲信越地方部会に加盟する大学の医師，看護師

などが参加し，大学における学生，教職員の保健管理に関する研修，啓発を行い実務への還元を

図り，大学における保健管理の充実，発展に寄与することを目的としている。 

 

２.主 催 

  全国大学保健管理協会 関東甲信越地方部会 

 

３.当番大学  

  千 葉 大 学 

 

４.期 間 

平成２９年８月３１日（木）・９月１日（金） 

 

５.会 場 

千葉市文化センター （別添「案内図」を参照願います。） 

〒260-0013 千葉市中央区中央２－５－１ 

 

６．参加者 

・関東甲信越地区の国立大学法人大学，公立大学，私立大学及び短期大学， 

高等専門学校等における保健管理業務の担当者 

・一般市民 

 

７．日程及び概要 

別紙「プログラム」のとおり 

 

８．参加申し込みについて 

 １）申込方法 

  ①協会加入大学（第１種会員）の在職者及び協会個人加入者（第２種会員） 

 別紙『参加申込書』にご記入の上，ＦＡＸにて平成２９年７月５日（水）必着で地方部会

事務局（千葉大学総合安全衛生管理機構／FAX:043-290-2220）まで提出してください。 

  ②協会未加入大学の在職者及び協会個人未加入者 

 別紙『参加申込書』にご記入の上，ＦＡＸにて平成２９年７月５日（水）必着で地方部会

事務局（千葉大学総合安全衛生管理機構／FAX:043-290-2220）まで提出してください。 

  
２）参加費 

  ①協会加入大学（第１種会員）の在職者及び協会個人加入者（第２種会員） 

      参加費として１人 ３，５００円  

  ②協会未加入大学の在職者及び協会個人未加入者 

      参加費として１人 ４，０００円 

  ③その他 
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a.都合により，研究集会のいずれか１日しか参加できない場合は，他の１日は別の方の

参加も可能です。 

b.参加費については，１日のみ参加の場合も同額 となりますのでご了承ください。 

c.既納された参加費については，理由を問わず返金できません のでご了承ください。 

 

 ３）参加費納入期限 

    参加費は，必ず 平成２９年７月５日（水）までに 以下の銀行口座にお振り込みください。 

 

・個人名で振込む方は，振込人名欄を「お名前＋（大学名等）」としてお振込みください。 

【振込名義】 

① 協会加入大学（第１種会員）の在職者 

大学名     ＜振込名義例＞ チバダイガク （３名） 
                          ＜複数名の場合，人数を明記＞ 

② 協会個人加入者（第２種会員）及び協会未加入校・未加入者 

氏名（大学名） ＜振込名義例＞ チバ タロウ（チバダイガク） 

     
【振 込 先】 

銀 行 名：京葉銀行 みどり台支店（支店番号：413） 

口座番号：普通 ５７１６０８１ 

口座名義：２０１７ 千葉大学 代表世話人 今関 文夫 

        ﾆｲｾﾞﾛｲﾁﾅﾅ ﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  ﾀﾞｲﾋｮｳｾﾜﾆﾝ ｲﾏｾﾞｷ ﾌﾐｵ 
 
 
９．受付について 

研究集会当日の参加申し込みは，原則として受け付けません。事前申し込みされた方のみ受

け付けいたします。 

参加証や研究集会及び総会に関する資料は，参加申込・参加費を納入された方に８月上旬よ

り順次発送いたします。当日は，資料をご持参の上，会場入口の「総合案内」にて受付を済

ませ，会場へお入りください。 

 

10．その他 

 １）交流会について 

８月３１日（木）【１日目】１７：３０ ～ 交流会を行います。 

参加者による名刺交換会を行い，今後の大学間及び個人会員の交流を目的として，ビュッ

フェスタイルの飲食を用意しております。 

参加ご希望の方は，別紙『参加申込書』にご記入の上，平成２９年７月５日（水）までに

ＦＡＸでお申し込みください。先着９０名とさせていただきます。 

参加費を３，５００円とし，当日徴収いたします。 

 

２）宿泊について 

   宿泊施設については各自で予約をお願いいたします。 

  

３）昼食について 

①当日は周辺の飲食店をご利用ください。 

②会場内での飲食は禁止となっておりますので，ご了承願います。 
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４）駐車場について 

   自動車でお越しの方は，有料駐車場がございますが，できるだけ公共交通機関をご利用く

ださい。 

   
11．お問い合わせ 

第 55回 関東甲信越地方部会研究集会のお問い合わせおよび参加申し込みにつきましては， 

以下までご連絡ください。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

【地方部会事務局】 

千葉大学 総合安全衛生管理機構内 

公益社団法人 全国大学保健管理協会関東甲信越地方部会 事務局 

 

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１番 33号 

TEL：043-290-2219／ FAX：043-290-2220 

 

E-mail：def2219@office.chiba-u.jp 



大 学 名 ご担当者名

住 所 〒

電話番号

e-mail

会員・非会員

（○で囲む）

締切：　７／５（水）まで

【送信先：千葉大学　総合安全衛生管理機構 ／ ＦＡＸ：043-290-2220】

(注) ■会員の方は、第１種（協会への大学としての加入）及び第２種（協会への個人としての加入）

      ■非会員（協会未加入大学の在職者及び、協会個人未加入者）の方は参加費の「振込控の

研究集会参加費入金予定日：　２０１７年　　　　月　　　　日
※交流会参加の場合の費用(\3,500)は当日徴収しますので，入金しないでください。

　第55回全国大学保健管理協会関東甲信越地方部会研究集会・交流会

参加申込書
２０１７年　　　月　　　日

あり　・　なし

あり　・　なし

あり　・　なし

あり　・　なし

あり　・　なし

あり　・　なし

交流会参加希望
（8/31　17：30開始）

あり　・　なし

あり　・　なし

あり　・　なし

あり　・　なし

  会   員  (１種・２種)

         非会員

9

10

4

8

2

3

  会   員  (１種・２種)

         非会員

5

6

7

  会   員  (１種・２種)

         非会員

  会   員  (１種・２種)

         非会員

フ リ ガ ナ
所　　属 職　　名

氏  　　名
Ｎｏ

1

研究集会
（参加希望日に○印）

　　　　　　　　　F　A　X

8/31　・　9/1

8/31　・　9/1

8/31　・　9/1

  会   員  (１種・２種)

         非会員

  会   員  (１種・２種)

         非会員

  会   員  (１種・２種)

         非会員

  会   員  (１種・２種)

         非会員

8/31　・　9/1

8/31　・　9/1

8/31　・　9/1

   　　コピー」を必ず一緒にお送り下さい。

    　のどちらかに ◯ を付けて下さい。

8/31　・　9/1

8/31　・　9/1

8/31　・　9/1

8/31　・　9/1

  会   員  (１種・２種)

         非会員

  会   員  (１種・２種)

         非会員



 
 
 

第 1 日目：2017 年 8 月 31 日（木）    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第 2 日目：2017 年 9 月 1 日（金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 55 回全国大学保健管理協会関東甲信越地方部会研究集会プログラム 
     「大学保健管理の新潮流－グローバル社会における学生の健康支援」 

      会場：千葉市文化センター 
 

＜9:30 受付開始＞ 
Ⅰ．開会式   10:00～10:20      
  開会の辞：今関文夫（千葉大学総合安全衛生管理機構長） 
  部会長挨拶：徳久剛史（千葉大学学長） 
  オリエンテーション：田中和茂（千葉大学学務部学生支援課長） 
Ⅱ．部会長講演 10:20～11:00  
   題目：グローバル社会とワクチン開発 
   演者：徳久剛史（千葉大学学長） 
   座長：今関文夫（千葉大学総合安全衛生管理機構長） 
Ⅲ．教育講演１ 11:00～11:40 
   題目：ドローンの先端技術と課題および今後の展望 
   演者：野波健蔵（株式会社自律制御システム研究所 代表取締役 CEO） 
   座長：長尾啓一（千葉大学名誉教授） 
 
＜昼 食＞    11:40～13:00 
《幹事会》    11:50～12:50 
 全国大学保健管理協会関東甲信越地方部会第 2 回幹事会 
 
Ⅳ．シンポジウム１ 13:00～15:00 
  「グローバル社会における感染症管理」 
   司会：米山啓一郎（昭和大学副学長、保健管理センター所長） 
   司会：潤間励子（千葉大学総合安全衛生管理機構講師） 
  １）西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行―支援者の立場か

ら： 
加藤康幸（国立国際医療研究センター国際感染症対策室医長） 

  ２）海外旅行と感染症： 
篠塚 規（日本旅行医学会専務理事） 

  ３）グローバル化時代における留学生の感染症管理－米国の大

学の体制に学ぶ： 
横山裕一（慶應義塾大学保健管理センター准教授） 

  ４）大学生活に潜むカビの病気： 
亀井克彦（千葉大学真菌医学研究センター教授） 

＜休 憩＞   15:00～15:10 
Ⅴ．教育講演２  15:10～15:50 
   題目：知っておきたい生活習慣病のポイント 
   演者：横手幸太郎（千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学教授） 

座長：河邊博史（慶應義塾大学保健管理センター所長） 

Ⅵ. 教育講演３ 15:50～16:30 
   題目：日本人女性の生活習慣と骨粗鬆症－千葉市骨粗鬆症検

診から見えるもの－ 
   演者：龍野一郎（東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分

野(佐倉)教授・医療センター佐倉病院 副院長） 
   座長：守屋達美（北里大学健康管理センター教授） 
Ⅶ．総会    16:30～16:50 
 
《看護分科会》 16:50～ 
 第 1 回保健・看護分科会運営委員会 
《交流会》   17:30～19:30 

＜9:00 受付開始＞ 
Ⅷ．シンポジウム２ 9:30～11:30 
  「メンタル不調者の早期発見と支援」 
   司会：安宅勝弘（東京工業大学保健管理センター教授） 

   司会：大渓俊幸（千葉大学総合安全衛生管理機構准教授） 
  １）社交不安の学生への認知行動療法： 

清水栄司（千葉大学大学院医学研究院認知行動生理学教授） 
  ２）摂食障害の早期発見と支援： 

中里道子（国際医療福祉大学医学部精神医学主任教授） 
  ３）留学生のメンタルヘルス―予防と支援： 

大橋敏子（JAFSA多文化間メンタルヘルス研究会） 
  ４）ストレスチェック制度と職場のメンタルヘルス： 

黒木宣夫（東邦大学名誉教授、勝田台メディカルクリニック院長） 
 
＜昼 食＞    11:30～13:00 
 
Ⅸ．保健・看護分科会 シンポジウム 13:00～15:40 
  「大学保健管理の看護職が行う研究－明日からできる研究の基礎」 

司会：森 正明（慶應義塾大学保健管理センター教授） 
   司会：吉田智子（千葉大学総合安全衛生管理機構主任看護師） 
  １）看護職が研究する意義－研究を日常業務に生かす 

演者：和泉恵子（山梨大学保健管理センター保健師） 
  ２）研究の倫理的配慮 

演者：勝山貴美子（横浜市立大学医学部看護学科教授） 
３）統計の見方・使い方 

演者：八重ゆかり（聖路加国際大学看護学研究科准教授） 
４）研究のまとめ方、効果的な発表のしかた 

演者：石丸美奈（千葉大学大学院看護学研究科准教授） 
 
Ⅹ．閉会式   15:40～15:55 
  次年度代表世話人挨拶： 

森 正明（慶應義塾大学保健管理センター教授） 
  閉会の辞：今関文夫（千葉大学総合安全衛生管理機構長） 



 

千葉市文化センター 交通アクセスのご案内 
 

千葉市文化センター  
  〒260-0013 千葉市中央区中央 2-5-1 

  TEL: ０４３－２２４－８２１１ FAX: ０４３－２２４－８２３１ 

  http://www.f-cp.jp/bunka/access-location/access.html 
 

 
 



 

電車 

ＪＲ総武線｢千葉駅｣東口より徒歩１０分 

京成千葉線｢千葉中央駅｣より徒歩１０分 

 

一般路線バス 

●「千葉銀行中央支店」バス停下車徒歩１分 

千葉駅から 系統番号 千０１，千０２，千０５，千０６，千０７，つ０２ 

「千葉銀行中央支店」下車 

 

●「中央２丁目」バス停下車徒歩３分 

千葉駅より 系統番号 千０３，千０３－１，千０４ 「中央二丁目」下車 

 

京成バス  

のりば 系 統 行き先 下車停留所 

 

⑦ 

千０３ 千葉大学病院  

中央２丁目 千０３－１ 南矢作 

千０４ 南矢作 

 

⑧ 

千０５ 御成台車庫  

千葉銀行中央支店 千０６ 御成台車庫 

千０７ 市営霊園 

 

⑨ 

千０１ 千城台車庫  

千葉銀行中央支店 千０２ 御成台車庫 

つ０２ 都賀駅 

 

（千葉市文化センターHP より抜粋） 



宿泊先のご案内 

 

千葉駅及び会場の千葉市文化センター周辺の主な宿泊先のご案内です。 

宿泊施設については各自で予約をお願いいたします。 

なお，お早目に宿泊先の確保をお願いいたします。 

 

千葉駅及び会場の千葉市文化センター周辺の主な宿泊先 

  ホテル名 住所 電話 

1 三井ガーデンホテル千葉 千葉市中央区中央 1-11-1 043-224-1131 

2 千葉ワシントンホテル 千葉市中央区富士見 1-13-1 043-222-4511 

3 ダイワロイネットホテル千葉駅前 千葉市中央区富士見 1-1-14 043-202-4755 

4 東横 INN 千葉駅前 千葉市中央区富士見 1-14-6 043-227-1045 

5 東横 INN 千葉駅東口 千葉市中央区富士見 1-9-12 043-201-1045 

6 三恵シティホテル千葉 千葉市中央区中央 3-9-5 043-227-3330 

7 京成ホテルミラマーレ 千葉市中央区本千葉町 15-1 043-222-2111 

8 ホテルサンルート千葉 
千葉市中央区新千葉 1-4-1 

ウエストリオ 1 
043-301-3301 

9 バーディーホテル千葉 千葉市中央区新千葉 1-6-5 043-248-5551 

10 ホテルモンセラトン 千葉市中央区新宿 2-5-1 043-242-0112 

 

上記のほかにも千葉駅周辺にホテル・旅館がございます。下記の千葉市観光協会 HP を御覧く

ださい。 

  

http://www.chibacity-ta.or.jp/spots?category=hotel&area=chiba-chiba&spot_category=

rest 

 

  


