令和元（2019）年度

地方部会活動報告

【令和元年度 北海道地方部会報告】
（代表世話人校）

藤女子大学

（代表世話人）

藤女子大学

（事務連絡責任者）北海道大学

保健センター長

藤井

義博

学務部学生支援課長

富樫 剛

１．第１回役員会、総会 令和元年 6 月 18 日(役員会 9 校 14 人、総会 28 校 32 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) 令和元年度事業計画・予算案について報告があり承認した。
(5) 令和元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。
２．第２回役員会
令和元年 8 月 22 日(9 校 14 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推薦について承認した。
(2) 令和 2 年度北海道地方部会研究集会について報告があり承認した
３． 第３回役員会(持ち回り)
令和元年 9 月 18～25 日
(1)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。
４． 地方部会研究集会
日時：令和元年 8 月 22 日～23 日（参加者 31 校 69 名）
会場：ホテルサンルート室蘭
（８月２２日）
講演Ⅰ「依存症とアディクションについて」
講

師

資生会千歳病院院長／札幌医科大学精神神経科臨床教授 芦 澤 健 樽

講演Ⅱ「特別支援学級をなくし、普通学級で様々な問題を抱えた子どもたちが一緒に学ぶ学校づくり」
映画上映 『みんなの学校』
講演Ⅲ「右へ行くべきか左へ行くべきか、それが問題：アメーバからヒトまで」
講 師 北海道大学電子科学研究所所長・教授 中 垣 俊 之
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２３日）
研究発表
演 題１ 北見工業大学の健康診断における尿蛋白異常と原因探索
北海道大学医学部医学科、北見工業大学保健管理センター ○土田直司、辻由美子、奥
村貴史
演 題２ 学生の学習意欲・成績、講義の席、睡眠習慣、
インターネット依存の関係についての調査
名寄市立大学 ○大見広規、村中弘美、平野治子、宮﨑八千代、小古間甚一、
関朋昭、荻野大助、 メドウズ・マーティン
演 題３ ある日の新聞記事について－鵜呑みにしないこと－
北海学園大学（豊平校舎）学生部医務室 ○田中 千里
入江智也（北翔大学教育文化学部）、
飯竹俊明（北翔大学保健センター障がい学生支援室）
講演Ⅳ「理工学からの認知症予防への挑戦」

講 師 室蘭工業大学しくみ解明系領域准教授 徳 樂 清 孝
講演Ⅴ「連携先としての総合診療（家庭医療）専門医とは？」
講 師 本輪西ファミリークリニック院長 佐 藤 弘 太 郎
５. その他

令和２年３月

【令和元年度

東北地方部会報告】

（代表世話人校）

福島大学

（代表世話人）

福島大学

（事務連絡責任者）福島大学
１．幹事会

北海道地方部会研究集会報告書を発行。

保健管理センター所長

小室

安宏

学生・留学生課長

齋藤

栄一

令和元年６月１１日

本年度総会への提案議題について協議し、承認した。

２．総 会

令和元年７月２５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。

３．地方部会研究集会

令和元年７月２５日～２６日 （参加者：３８校８５名）

・教育講演Ⅰ 「大学におけるセクシュアリティ・ヘルス・ケアへの取り組み」
西口クリニック婦人科院長

野口 まゆみ

・教育講演Ⅱ 「肝臓からみたメタボとサルコペニア」
福島県立医科大学 講師

阿部 和道

・保健・看護分科会 「多様な性と性的マイノリティ：誰もがすごしやすいキャンパスをつくる」
福島大学教育推進機構 特任准教授
・一般研究発表

前川 直哉

(６題)

「心身のストレス状態への気づきとその対処～自律訓練法を活用した健康教育の試み」
高橋 恵子（弘前大学）
「ＵＰＩ調査結果の新たな解析の試み」

伊藤 ななみ（山形大学）

「東北大学入学時の麻疹に関する保健調査の現状と問題点」

木内 喜孝（東北大学）

「平成30年度実施の本学学生における健康・生活実態調査の結果について（平成29年度との比較）
」
伏見 雅人（秋田大学）
「岩手大学における全面禁煙１２年目の現況」

長沼 敦子（岩手大学）

「ＡＳＤの認知行動傾向のある学生の就労支援－学内外の支援組織との連携－」
青木 慎一郎（岩手県立大学）

・特別講演Ⅰ 「生きにくさを抱える子ども・若者たち～子ども・若者支援の現場から～」
特定非営利活動法人ビーンズふくしま理事長

若月 ちよ

・特別講演Ⅱ 「発達障害学生と共に～社会に出る前にできること～」
医療創生大学教養学部 教授

山本 佳子

４．その他

◇令和元年１１月、
「平成元年度東北地方研究集会報告書」を発行した。

【令和元年度

関東甲信越地方部会報告】

（部会長）

北里大学学長

（代表世話人）

北里大学健康管理センター

センター長・教授

（代表幹事）

北里大学健康管理センター

事務長

１．総

会

伊藤

智夫

山腰

守屋

達美

功

令和元年８月２９日

守屋代表世話人より地方部会の会員数及び研究集会の参加状況について報告があった。
議題として、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規約の改正について説明があ
り、世話人会の構成員、幹事会の定員構成の見直し、年号表記について審議され、世話人会の構成員と
年号表記について承認された。なお、幹事会の定員構成の見直しについては規約文言の修正があるため、
変更主旨のみ承認された。
その後、次年度（群馬大学）、次々年度（東京工業大学）の当番校について報告があり、それぞれの
当番校幹事より挨拶があった。

２．地方部会研究集会

令和元年８月２９日～３０日 （参加者：167校 408名）

当番校：北里大学

会場：北里大学相模原キャンパスL2号館4階409講義室

1．部会長講演 「人類と薬」
演者：伊藤智夫(北里大学学長)
座長：守屋達美(北里大学健康管理センター長)
2．教育講演1

「感染症とワクチン接種」

演者：鈴木正志(東京学芸大学保健管理センター所長)
座長：森正明(慶応義塾大学保健管理センター所長)
3．シンポジウム1

「有効な学生健診の実現に向けて」

司会：今関文夫(千葉大学総合安全衛生管理機構教授)
司会：柳元伸太郎(東京大学保健・健康推進本部副本部長)
1）学生健診システム構築と投資対効果
演者：當仲香(慶応義塾大学保健管理センター保健師)

2）学生自身がWebから健康診断の予約ができるシステムの構築
演者：生稲直美(千葉大学総合安全衛生管理機構看護師)
3）事後措置には、もっとできることがある－特に低体重学生のケアについて
演者：水口親(北里大学健康管理センター保健師)
4)信州大学における学生健診の事後措置について
演者：林弘子(信州大学総合健康安全センター看護師)
4．教育講演2

「超悪玉コレステロールはメタボリックＬＤＬ」

演者：平野勉(海老名総合病院糖尿病センター長)
座長：上野光博(上越教育大学保健管理センター所長)
5．教育講演3

「大学におけるＬＧＢＴ等の学生対応の実際」

演者：河野禎之(筑波大学人間系助教)
座長：宮地英雄(北里大学健康管理センター准教授)
6．シンポジウム2

「大学教職員と保健管理の有機的な連携を目指して」

司会：安宅勝弘(東京工業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）教員の立場から
演者：栁田保子(東京工業大学科学技術創成研究院未来産業技術研究所)
2）カウンセラーの立場から教職員との連携の構築
演者：山田裕子(北里大学健康管理センター学生相談室カウンセラー)
3）職員の立場から―東京大学学生相談ネットワーク本部なんでも相談コーナーにおける取り組み
演者：柳田則幸(東京大学学生相談ネットワーク本部なんでも相談コーナー)
4）保健師の立場から
演者：脇本澄子(松本大学健康安全センター保健師)
7．ランチョンセミナー

「体内時計リセットのための朝日と朝ご飯の重要性」

演者：柴田重信(早稲田大学先進理工学部教授)
座長：森田洋(信州大学総合健康安全センター長)
8．保健・看護分科会

講演

司会：竹内一夫(群馬大学健康支援総合センター副センター長)
司会：砂川昌子(東京女子大学保健室保健師)
1）大学附属病院看護職員のメンタルヘルス支援の実際
演者：瀬尾智美(千葉大学医学部付属病院精神看護師長)
2）大学における男性看護職の立場から

～これまでの学生・教職員への支援から～

演者：萱場隆人(東海大学健康推進センター湘南健康推進室)
3）大学保健室で出来る適切な創処置をめざして
演者：高須博(西大沼皮フ科クリニック院長)

【令和元年度

東海北陸地方部会報告】

（代表世話人校）

金沢大学

（代表世話人）

金沢大学

学長

（事務連絡責任者）金沢大学学生部学生支援課長
１．総

会

山崎

光悦

上谷

順彦

令和元年７月２６日

令和元年度地方部会会員，第５７回全国大学保健管理研究集会及び平成３０年度事業報告につい
て報告があった。次いで，令和元年度地方部会役員，全国大学保健管理協会理事・評議員，平成
３０年度決算報告，令和元年度事業計画及び収支予算及び令和２年度全国大学保健管理協会東海・
北陸地方部会研究集会当番大学の選出について審議の上，承認した。
２．地方部会研究集会

令和元年７月２５日～２６日

（参加者：６７校２施設１１６名）

・特別講演Ⅰ
演

題

講

師

「非日常からハピネスを生む観光思考の可能性」
北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科知識科学系 教授
敷田

麻実

浅野

哲夫

吉川

弘明

・特別講演Ⅱ
演

題

講

師

「大学と保健管理」
北陸先端科学技術大学院大学長

・パネルディスカッション１
テーマ 「大学における禁煙教育と受動喫煙防止対策について」
座

長

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

金沢大学 保健管理センター 教授
「能動喫煙・受動喫煙のエビデンスと医療現場における禁煙状況」
石川県立中央病院 診療部長

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

耕一

「若年者における喫煙防止の意義―NPO 法人禁煙ねット石川の活動から―」
石川勤労者医療協会 城北病院 外科医長（血管）

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

西
遠藤

將光

「本学における、喫煙後45 分間の大学構内立入禁止ルール、に関して」
北陸先端科学技術大学院大学 保健管理センター長

古川

健治

・パネルディスカッション２
テーマ

「保健管理センターの日常業務」

座

長

岐阜大学 保健管理センター長

山本

眞由美

座

長

北陸先端科学技術大学院大学 保健管理センター 特任教授

林

多喜王

山本

眞由美

山本

裕之

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

「学内連携により発展した保健管理センター業務
－健康診断、留学支援、学生支援などを中心に－」
岐阜大学 保健管理センター長

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

「静岡大学における健診を軸にした保健管理」
静岡大学 保健センター所長

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

「富山大学における保健管理業務」

富山大学 保健管理センター長

松井

祥子

・パネルディスカッション３
テーマ
座

「学生支援に活かすメンタルヘルスのアセスメント」

長

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

北陸先端科学技術大学院大学 保健管理センター 准教授

佐々木

恵

「発達障害を持つ大学生のアセスメントと支援」
名古屋市立大学 大学院医学研究科精神・認知・行動医学分野 講師
山田

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

「PERMA-Profiler によるWell-being のアセスメントとポジティブ教育への活用」
金沢工業大学 心理科学研究所 准教授

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

敦朗

松本

圭

「CCAPS-Japanese による心理・精神状態のアセスメントの新たな可能性」
岐阜大学 保健管理センター 助教

３．保健管理担当職研究集会

令和元年７月２５日

堀田

亮

（参加者：６３校８５名）

・特別講演
演

題

講

師

「My 心の健康を見える化する－がんばる人が燃え尽きてはいけない－」
小松大学 保健医療学部看護学科 学部長・学科長

北岡

和代

八木

清子

坂上

千種

髙

知嘉子

・シンポジウム
テーマ

「強みを活かした支援の実践例」

司会者

北陸先端科学技術大学院大学 保健管理センター 看護師

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 「養護教諭としての視点での大学生との関わり」
石川県立大学 保健室 養護教諭
ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 「教職員のメンタルヘルスに関する保健師の関わり」
金沢大学 保健管理センター 保健師
《保健管理担当職地区研究会》
（静岡地区研究会）

令和元年８月２３日

（参加者：１０校

２０名）

当番校：静岡県立大学，東海大学
会

場：静岡県立大学

挨拶・講演
講師
例

「緑茶の保健予防効果について」
静岡県立大学 健康支援センター長・薬学部教授

山田

浩

会
・会員自己紹介
・東海･北陸地方部会，保健管理担当職研究会保健管理担当職研究集会及び運営委員会報告
・平成30年度会計報告
・第60回静岡県地区研究会議事録の確認

講

演

「静岡市における若年妊娠の状況」

講師
情報交換

静岡市子ども未来局子ども家庭課 母子保健参事

太田

律子

（東海地区研究会）

令和元年９月１３日

（参加者：３３校

３８名）

当番校：三重大学
会

場：三重大学

講

演Ⅰ「災害時に保健管理担当職が出来ること」
講師 陸上自衛隊久居駐屯地業務隊衛生課運用班長

講

茶木 敏

演Ⅱ「糖尿病を予防するために今から出来ること」
講師 三重大学保健管理センター 講師 古田 範子

例

会
・第57回東海・北陸地方部会研究集会報告
・第46回保健管理担当職研究集会報告
・令和2年度東海地区研究会当番校紹介（岐阜大学）

（北陸地区研究会）

令和元年１１月１日

（参加者：２１校

２７名）

当番校：富山大学，富山国際大学
会

場：富山大学

杉谷キャンパス

講 演 Ⅰ 「口腔疾患の診断と治療:虫歯や歯周病から最先端の口腔癌治療まで」
講師 富山大学 歯科口腔外科学 准教授 富原 圭
講 演 Ⅱ 「身近に起きているデートＤＶを知ろう」
講師 NPO法人 ﾊｯﾋﾟｰｳｰﾏﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 理事/ﾌｪﾐﾆｽﾄｶｳﾝｾﾗｰ 小林 涼子
例

会

・平成30年度全国大学保健管理協会第42回北陸地区保健管理担当職研究会報告及び会計報告
・令和元年度第57回全国大学保健管理研究集会報告
・令和元年度全国大学保健管理協会東海・北陸地方部会第46回保健管理担当職研究会報告
・令和元年度全国大学保健管理協会第57回東海・北陸地方部会

研究集会報告

・令和２年度全国大学保健管理協会第44回北陸地区保健管理担当職研究会の当番校について
（北陸大学 太陽が丘キャンパス）
・各県保健管理担当職研究会報告
富山県保健管理担当職研究会
石川県保健管理担当職研究会
福井県地区保健管理担当職研究会
４．その他

◇令和２年３月 「令和元年度東海・北陸地方部会報告書」を発行した。

【令和元年度

近畿地方部会報告】

（代表世話人校）

大阪市立大学

（代表幹事）

大阪市立大学

（事務連絡責任者）大阪市立大学

学長

荒川

哲男

安全衛生管理室長

松井

早智子

１．総

会

令和元（2019）年８月２０日（参加者：７６校１３９名）

本年度事業計画・予算案、2020・2021・2022年度兵庫地区の運営委員校・世話人校の
選出、2021年度代表世話人校（兵庫地区）の選出、全国大学保健管理協会の理事・監事
・評議員・名誉会員候補者の推薦について承認を得た。また、平成30年度会計報告及び
2019年度全国大学保健管理研究集会の案内を行った。
《保健師・看護師班総会》

令和元（2019）年８月２０日（参加者：６１校８０名）

本年度事業計画について承認を得た。また、2020・2021・2022年度兵庫地区の幹事校
及び常任幹事校・代表幹事校、2019年度保看班幹事校・常任幹事校・代表幹事校、2019
年度地区別研修会当番校、平成30年度結核現状調査について報告があった。
２．地方部会研究集会・保健師看護師班研究集会
令和元（2019）年８月２０日（参加者：７６校１３９名）
◆講演１【記念講演】
「大学保健管理 ～黎明から未来へ～」
神戸大学特別顧問、医療法人社団 王子会 理事

馬場

久光

◆講演２
（座長）大阪市立大学保健管理センター所長 吉川 貴仁
「糖尿病の運動処方

～運動でカラダはどう変わる？～」

大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター

横山

久代

准教授

◆大阪市立大学における取組み
◆講演３
（座長）大阪市立大学保健管理センター所長 吉川 貴仁
「大学に求められる感染管理

～感染症の最近の話題から～」

大阪市立大学大学院医学研究科臨床感染制御学

掛屋

弘

教授

① 看護師・保健師班等の専門部会活動
《保健師・看護師班地区別研修会》
〈京滋地区〉大谷大学

大谷大学短期大学部
令和２年２月１８日（参加者：２Ⅰ校３１名）

①

グループ別情報交換会
→事前に提案事項を提出してもらい、当日３グループに分かれてそれぞれでその内容を
情報共有してもらう。

②

審議事項（なし）

③

次年度当番校選出承認（京都市立芸術大学）
→一人体制で受けられるかどうか現在相談中

④

保健室見学ツアー（希望者のみ）

※今回の研修会では、横のつながりに重きを置き、日常業務で困っていることや疑問点を

持ち寄りグループワークを行うことにしました。
〈阪奈和地区〉近畿大学

令和元年１２月５日（参加者：２８校３５名）

基調講演：「喫煙による健康被害～明らかになるリスク～」
講師：
講

病院長

東田

有智

演 ：「大学にせまる危険な犯罪」
講師：

講

近畿大学病院

演

大阪府警察本部生活安全部

少年課少年育成室長

髙安

勢太郎

：「ここでしか聞けない薬物の世界」
講師：

元厚生労働省麻薬取締部捜査第一課長
近畿大学メディカルサポートセンター

課長補佐

廣畑

情報交換会

喫煙問題、禁煙について
・大学内が禁煙になるにあたり、各大学の現状、問題点とその対策

予防接種等について
・感染症の検査（4種）・肝炎・インフルエンザについて
・感染症時の診断書の取り扱い
・留学生の予防接種

健康診断等について
・結果の返却方法
・証明書の表記（現病歴などの記入について）
・受診率を上げるために行っていること
・学年ごとに受診項目を変えているかについて

メンタル、発達障害等について
・うつ病等で欠席する学生に対しての合理的配慮をどうしているかについて
・復学するときの対応

保健室の運営（業務関係）等
・教職員健診未受診者への対応
・麻しん周知について
・健診データ管理方法
・学生証明書の内容について

〈兵庫地区〉芦屋大学

令和元年１２月５日（参加者：２９校３６名）

報 告 平成３０年度会計報告
近畿地方部会常任幹事より報告
令和２年度兵庫地区研修会当番校について（案内）
講演 1 「生涯発達心理学」

徹

講師：芦屋大学臨床教育学部教授 芦屋大学大学院教育相談所所長 三浦 正樹
講演 2 「熱中症セミナー」
講師： 兵庫医科大学 社会予防医学講座 法医学部門 主任教授 西尾 元
講演３
演題１「青年期における健口力向上モデル事業の報告について」
講師： 兵庫県 健康福祉部 健康局 健康増進課 歯科口腔保健班 木村 萌花
演題２「大学生における歯科口腔保健の対策の重要性について」

講師： 兵庫県歯科医師会

地域保健常任委員会 委員長 﨑山 裕行

演題３「グループワーク：大学での歯科保健の取り組み状況について」
② その他
《保健師・看護師班幹事校会議》

令和元（2019）年５月２３日（参加者：１７校３０名）

本年度事業計画については承認を得た。また、2020・2021・2022年度兵庫地区の世話
人校及び運営委員校について、2019年度保看班幹事校・常任幹事校・代表幹事校につい
て、2019年度地区別研修会当番校について報告があった。
《運営委員校会議》

令和元（2019）年５月２３日（参加者：１５校４０名）

本年度事業計画及び予算案、2020・2021・2022年度兵庫地区の世話人校・運営委員校
の選出、2021年度代表世話人校（兵庫地区）の選出、全国大学保健管理協会の理事・監
事・評議員・名誉会員候補者の推薦について承認を得た。また、平成30年度会計報告及
び2019年度全国大学保健管理研究集会の案内を行った。

◇２０２０年３月「令和元（2019）年度近畿地方部会活動報告書」を発行した。

【令和元年度

中国四国地方部会報告】

（代表世話人校）

山口大学

（代表世話人）

山口大学

（事務連絡責任者）山口大学

大学教育機構保健管理センター所長

奥屋

茂

学生支援部学生支援課長

梅木

哲也

１．総 会
令和元年 8 月 30 日（金）にぎたつ会館
前年度事業報告及び会計報告（決算）について承認した。
全国大学保健管理協会理事会・総会の報告，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，全国大学保健管理協会役員（評議員）の推薦，2022 年中国四国地方部
会での全国大学保健管理研究集会・国立大学保健管理施設協議会の担当，第 50 回・第 51 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確認した。
２．地方部会研究集会
令和元年 8 月 28 日（水）～30 日（金）にぎたつ会館
（当番校：愛媛大学，参加者：37 校 94 名）
・特別講演 「近視は予防できるか？」
愛媛大学 学長 大橋 裕一
・教育講演１「グローバル化時代の感染症治療～広げようトラベルメディスンの輪～」
喜多医師会病院 村上 雄一

・教育講演２「高血圧治療ガイドライン（JSH）2019 に基づく高血圧治療について」
愛媛大学 社会共創学部 教授 小原 克彦
・教育講演３「わが国の結核の現状と感染対策」
独立行政法人国立病院機構 愛媛医療センター 阿部 聖裕
・メンタルヘルス講演会「多様化する学生に応じた学生支援体制」
愛媛大学 教育・学生支援機構 学生支援センター 副センター長 教授 野本 ひさ
・一般研究発表 （20 題）
1．保健管理センターにおける基礎体温測定指導の充実へ向けた取り組み
塩野 里恵他（広島大学）
2．子宮頸がん予防に関するアンケート調査結果および子宮頸がん体験検診の実施について
森福 織江他（山口大学）
3．エゴマ油摂取が月経困難症に及ぼす影響
秦 幸吉他（島根県立大学）
4．LGBT 学生のメンタルヘルスとその支援
岡本 百合他（広島大学）
5．ピアサポート活動に参加した大学生の心理的体験に関する質的分析
黄 正国他（広島大学）
6．新入生への呼びかけ面接方法の検討
中川 恵利子他（香川大学）
7．学生保健ネットワークによる学内情報提供の検討 ～10 年後の比較～
岡 香織他（岡山大学）
8．学生の喫煙 ～喫煙率・生活習慣・修学状況～
三島 香津子他（鳥取大学）
9．大学生の喫煙習慣および喫煙開始に影響を及ぼす要因の検討
宮内 浩美他（愛媛大学）
10．‘Gaming disorder’への大学における対応は多職種・複数機関の連携が必要である
：今後増加するであろう本疾患へのアプローチを考えて
井上 顕他（高知大学）
11．大学での‘Social Anxiety Disorder’における対応や配慮の検討の現状を考慮してみる
：これからの対応にむけて
井上 顕他（高知大学）
12．メンタルヘルス支援の key word（看護師編）
大西 勝他（岡山大学）
13．保健管理センター利用者数の推移と学生相談の検討
中村 準一他（鳥取大学）
14．留学生を対象とした AED 講習会
日山 亨他（広島大学）
15．留学生の健康診断時血圧の地域別検討と血圧の高い留学生への健康指導の要
樋口 千草他（岡山大学）
16．IC カードを使った自動健診システムの今後の課題～導入後 16 年を迎えて～
早渕 純子他（徳島大学）
17．大学生における筋力と血圧の関係
加藤 亜希他 （愛媛大学）
18．大学教員の復職支援についての検討
香川 芙美他（広島大学）
19．学生支援のための FD 研修会について
河野 美江他（島根大学）
20．香川大学医学部における感染対策の現状と課題
泉 慈子他（香川大学）
３．保健・看護分科会
令和元年 8 月 28 日（水）にぎたつ会館（参加者：32 校 44 名）
・講演（メンタルヘルス講演会を兼ねる）（参加者：61 名（外部者 10 名））
・グループワーク（参加会員を 6～8 名程度，8 グループに分け情報交換）
４．その他 ・令和元年 10 月，「第 49 回中国四国大学保健管理研究集会報告書」を発行した。

【令和元年度

九州地方部会報告】

（代表世話人校）

大分大学

（代表世話人）

大分大学

（事務連絡責任者）大分大学
１．総

会

保健管理センター所長

工藤

欣邦

学生支援部学生支援係長

安倍

春雄

令和元年８月２２日（木）

下記の事項について承認した
・ 九州地方部会の次年度代表世話人及び役員の選出
・ 全国大学保健管理協会役員の選出
・ 九州地区大学保健管理研究協議会に係る令和４年度当番大学の選出
・ 前年度予算決算及び本年度予算
２．保健管理研究協議会

令和元年８月２２日（木）～２３日（金） （参加者：60校 140名）

・特別講演Ⅰ 「体に優しい手術の歴史と最近の話題－肥満症・糖尿病の治療-」
大分大学 学長

北野正剛

・教育講演Ⅱ 「海外留学・渡航にて留意すべき感染症とその対応」
大分大学理事（研究・社会連携・国際担当）･医学部微生物学教授
・講演Ⅰ

「青少年の自殺対策」
大分県こころとからだの相談支援センター所長

・講演Ⅱ

西園晃

土山幸之助

「ヘリコバクターピロリ感染症－最近の話題と問題点－」
大分大学福祉健康科学部教授、医学部附属病院内視鏡診療部診療教授
兒玉雅明

・一般研究発表

（８題）

１． 長崎大学ヘルシーキャンパス・プロジェクトにおけるキャンパス内全面禁煙化へ向けた取
り組み

長崎大学保健・医療推進センター

清家陽子

２． 急速に進んだ佐賀大学の敷地内全面禁煙について
佐賀大学保健管理センター

木道圭子

３． 学生定期健康診断受診率向上に向けての取り組み
大分大学保健管理センター

河野香奈江

４． 大学生世代の糖代謝にはBMIやウエスト周囲長より、ウエスト周囲長/身長が有用なマーカ
ーとなる

大分大学保健管理センター

加隈哲也

５． 血管年齢の進んだ職員と高ストレスの職員における生活習慣の改善意欲
九州産業大学人間科学部スポーツ健康科学科 村谷博美
６． 教育組織との連携による低単位学生を対象としたスタートアップ説明会の取り組みとそ
の意義

九州大学キャンパスライフ・健康支援センター

加来春日

７． 大学生向けメンタルヘルスアプリの開発および実証研究 ～完成版アプリの使用行動解析～
九州九州大学キャンパスライフ・健康支援センター

梶谷康介

８．大学生における「ためこみ症」と発達障害の関連性:自己記入式テストによる研究
九州大学キャンパスライフ・健康支援センター 梶谷康介
３．保健・看護分科会

令和元年８月２１日（水）（参加者：55校 97名）

・セミナーⅠ 「大分大学における無煙環境推進活動と保健管理センターの役割」
大分大学保健管理センター教授 工藤欣邦
・セミナーⅠ 「全ての学生が非喫煙者で卒業するために、私たちできること」
大分県薬剤師会理事 伊藤裕子
・セミナーⅡ 「元よしもと芸人・今は校長先生が伝えるダイバーシティ時代必要な自考力の
持たせ方」

こころ応援塾代表

こころ応援家 つだつよし

・セミナーⅢ-１ 「新人看護師育成への関与～メンタルヘルスの観点から～」
大分大学医学・病院事務部総務課安全衛生係 江口美和
・セミナーⅢ-２
「大分大学ぴあROOMの実践から明日からの保健管理業務のあり方を考える
～「シカタガナイ（仕方がない）」をどうキャンパスソーシャルワーカーは捉え学生と協働し学生
の自己選択能力を高める支援を行うのか～」
大分大学ぴあROOM キャンパスソーシャルワーカー

４．その他

鹿嶋隆志

令和元年12月「第49回九州地区大学保健管理研究協議会報告書」発行

