
令和２年度事業報告 
 

北海道地方部会 令和２年度事業報告 

臨時役員会（持ち回り）令和２年４月１７日～２４日(役員会 ８校１２人) 

(1)令和２年度全国大学保健管理協会北海道地方部会研究集会の一年延期について協議し，

承認された。 

第１回役員会、総会  

令和２年９月２５日～１０月２日(役員会８校１４人、総会３１校３９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された。 

 (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された。 

(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された。 

  (4) 令和２年度事業計画・予算案について報告があり承認された。 

(5) 北海道地方部会ホームページの開設について報告があり承認された。 

(6) 令和２年度の北海道地方部会研究集会延期に伴う令和３年度地方部会研究集会の開

催について報告があり，承認された。 

 (7) 公益社団法人全国大学保健管理協会名誉会員の推薦について承認された。 

地方部会研究集会   令和３年度へ開催を延期した。 

   

東北地方部会報告   

幹事会 令和２年８月２７日 （書面にて開催）  

本年度総会への提案議題について協議し、承認した。 

総 会 令和２年９月１７日 （書面にて開催） 

   前年度の収支決算（案）、本年度事業計画（案）及び収支予算（案）につき承認可決し、

全国大学保健管理協会理事（案）及び評議員（案）の選出につき承認した。さらに、令和

３年度以降の研究集会当番校、代表世話人校、世話人校について確認し承認された。また、

前年度事業報告、前年度会計報告、会員の異動につき報告があり承認した。 

地方部会研究集会 令和２年７月１６日～１７日（予定→中止） 

 

関東甲信越地方部会報告 

総 会 令和２年 11月 12日 メール会議 第 1種会員 162校 第 2種会員 50名  

  前年度の収支決算、本年度の収支予算（案）、本年度の地方部会の役員、保健・看護分科

会運営委員及び全国大学保健管理協会役員の選出につき承認された。また、今年度研究集

会開催の１年延期と 2021年度の当番校・日程、2022年度の当番校、2022年度全国大学



保健管理研究集会の当番校について報告があった。   

地方部会研究集会  

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、開催を１年延期した。 

保健・看護分科会研究集会 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、開催を１年延期した。 

その他  特になし。 

地方部会活動 

第 1回世話人会  4月 24日  オンライン会議 6校 6名  

第 1回幹事会 6月 10日  メール会議  23校 35名  

第 1回保健・看護分科会運営委員会 9月 2日 メール会議  11校 12名  

第 2回世話人会  9月 9日 オンライン会議 6校 6名  

保健・看護分科会情報交換会 9月 18日 オンライン会議  10校 10名  

第 2回幹事会 9月 24日 メール会議 23校 35名  

第 2回保健・看護分科会運営委員会 2021年 1月 21日 オンライン会議 11校 12名  

第 3回世話人会 2021年 1月 25日 オンライン会議 6校 6名予定  

 

東海・北陸地方部会報告 

総 会 令和２年８月１３日メールによる書面付議で開催し，承認された。 

 １ 報告事項 

 （１） 令和２年度地方部会会員について  

 （２） 第５８回全国大学保健管理研究集会について  

（３） 令和元年度事業報告について  

２ 協議事項 

 （１） 令和２年度地方部会役員について  

 （２） 全国大学保健管理協会理事・評議員について  

 （３） 令和元年度決算報告について  

 （４） 令和２年度事業計画及び収支予算について  

     ・地方部会総会，地方部会研究集会，保健管理担当職研究集会及び総会の計画は

中止とし，次年度へ繰り越す。令和３年度の当番大学は岐阜大学とする。 

 （５） 令和３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  

 （６） その他 

     総会の開催方法について  

      ・開催はメールによる書面付議による。 



      ・議決方法は，Ⅰ種会員については，１大学１票， 

Ⅱ種会員については，１個人１票とする。 

       ※議決権行使は，保健管理担当職地区研究会を参考とした。 

地方部会研究集会   中止 

保健管理担当職研究集会 中止 

保健管理担当職地区研究会 

（静岡地区研究会）令和２年１２月２５日 （参加者：１０校 ２１名） 

当番校：静岡大学(メール開催：オープンメール) 

1 新会員・退会員について 

2 全国大学保健管理研究集会について 

・「新型コロナ感染症対策について」静岡大学静岡支援室 加治由記 

3 令和元年度会計報告、令和２年度予算案について 

4 新型コロナ感染症に関しての情報交換 

5 確認事項 

・次回の当番校は、浜松医科大学、静岡理工科大学、聖隷クリスファー大学、静岡 

文化芸術大学で８月開催予定。 

（東海地区研究会）未開催 

（北陸地区研究会）未開催 

その他 

「令和２年度東海・北陸地方部会報告書」は冊子発行しない。（例年約３００部発行） 

 

近畿地方部会報告 

（代表世話人校） 同志社大学 （代表幹事）同志社大学 学長  植木 朝子 

総会  ２０２０年８月１８日（参加者：５４校１３１名） 

本年度事業計画・予算案、2021・2022・2023年度阪奈和地区の運営委員校・世話人校 

の選出、2022年度代表世話人校（阪奈和地区）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 2019年度会計報告及び 

2020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２０２０年８月１８日（参加者：５４校１３１名） 

本年度事業計画について承認を得た。また、2021・2022・2023年度阪奈和地区の幹事 

校及び常任幹事校・代表幹事校、2020年度保看班幹事校・常任幹事校・代表幹事校、2020 

年度地区別研修会当番校、2019年度結核現状調査について報告があった。 

地方研究集会 《近畿地方部会研究集会》《近畿地方部会保健師・看護師班研究集会》 

２０２０年８月１８日（参加者：５４校１３１名） 



◆講演１ （座長）同志社大学保健センター所長 池川 雅哉 

 「睡眠呼吸障害の最新の知見」 独立行政法人国立病院機構  

南京都病院 病院長 坪井 知正 医師 

◆講演２ （座長）同志社大学保健センター所長 池川 雅哉 

「COVID-19対策おける専門家会議と政府のサイエンスコミュニケーション」 

        同志社大学生命医科学部医生命システム学科 野口 範子 教授 

         

◆講演３  （座長）同志社大学保健センター所長 池川 雅哉 

「一般人は科学的知識を理解できないほど頭が悪いのか、それとも」 

       同志社大学生命医科学部医生命システム学科 石浦 章一 教授 

看護師・保健師班等の専門部会活動 

近畿地方部会保健師・看護師班地区別研修会 

〈京滋地区〉京都市立芸術大学  新型コロナウイルス感染症の影響により２０２０ 

年度は書面形式での開催とし、２０２１年１月１４日（木）期限で、協議事項の 

可否および承合事項の提出を求め、各大学に２０２１年１月２６日（火）付け

で結果を通知した。 

協議事項  「2021 年度全国大学保健管理協会近畿地方部会 保健師・看護師班 地

区別研修会当番校（京滋地区）について」（回答校：３０校）可３０・否０で京都

工芸繊維大学を当番校とすることに決定した。 

承合事項 1）健康診断結果の返却方法について 報告書の場合、配布方法/Ｗｅｂの

場合、既読確認の有無 

       2）事後措置の追跡について 受診勧奨の回数や検査項目に応じた受診確

認率など取決めの有無 

       3）各大学の保健センターや保健室等の利用状況について 

       4）学生の健康診断証明書について ①発行期間をご教示ください 

②他の医療機関で受けた健康診断結果を、大学の証明書に反映され

ることがありますか。〔ある・ない〕 あると回答された場合、発

行時の条件にしていることはありますか。 例：学校医の確認等 

 

〈阪奈和地区〉四天王寺大学    令和２年１２月９日（参加者：２３校３２名） 

「ＨＩＶ感染防止と性の多様性」～正しい理解と知識の普及を目指そう！～ 

講演 ① 「ＨＩＶ感染症治療と最近の気になる話題」 

      講師 一般社団法人日本薬業育成会ＨＩＶ感染症専門薬剤師 中村 美紀 

講演 ② 「性の多様性と青年期に求められる支援」   



講師 一般社団法人ＪＨＣ 村上 貴大 

講 演 ③ 「chatＣＡＳＴ（大阪検査相談・啓発・支援センター）における 

常設夜間休日ＨＩＶ検査場の紹介と受検者動向」 

講師 特定非営利活動法人スマートらいふクリニック 理事長 毛受 矩子 

その他  アンケートによる情報交換 「コロナ禍における大学保健室の運用」 

（事前に加盟校にアンケートに回答いただき、集計し研修会前日にメール配信しました） 

〈兵庫地区〉関西福祉大学    令和２年１２月３日（参加者：３３校５１名）    

報 告  令和元年度会計報告  近畿地方部会常任幹事より報告 

    令和３年度兵庫地区研修会当番校について（案内） 

講演   「新型コロナウィルスの基本と付き合い方」 

     講師：関西福祉大学 社会福祉学部教授 健康管理センター長 勝田 吉彰  

その他  オンライン研修会を実施しました。 

保健師・看護師班幹事校会議 ２０２０年５月２８日（参加者：１５校２４名） 

  本年度事業計画については承認を得た。また、2021・2022・2023年度阪奈和地区の

世話人校及び運営委員校について、2020年度保看班幹事校・常任幹事校・代表幹事校

について、2020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 ２０２０年５月２８日（参加者：１６校３３名） 

本年度事業計画及び予算案、2021・2022・2023年度阪奈和地区の世話人校・運営委員

校の選出、2022年度代表世話人校（阪奈和地区）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、2019年度会計報告及 

び 2020年度全国大学保健管理研究集会の案内を行った。 

その他 

◇２０２１年３月「２０２０年度近畿地方部会活動報告書」を発行した。  

                           

中国四国地方部会報告 

総 会 令和 2年 9月 23日（水）※Web審議 

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，第 51回以降の研究集会当番校に

ついて、第 51回中国四国大学保健管理研究集会当番大学（山口大学）並びに日程につ

いて確認した。 

地方部会研究集会 令和 2年 9月 23日（水）14:10～16:00 オンライン開催 

（当番校：香川大学，参加者：27校 108名） 

 



シンポジウム「新型コロナウイルス感染症流行下の保健管理」14:15～15:50 

１．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下における健康診断と健康相談に

関する調査  香川大学 保健管理センター 鎌野 寛 

２．新型コロナウイルス感染症流行下における医療系学部の感染症対策について 

    香川大学 保健管理センター 永尾 幸 

３．新型コロナウイルス感染症流行下の保健管理 ―岡山大学における対応― 

    岡山大学 保健管理センター 岩﨑 良章 

４．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染防止対策を行った上での学生定期

健康診断   山口大学教育・学生支援機構 保健管理センター 奥屋 茂 

５．新型コロナウイルス感染症流行下でのメンタルヘルス支援 ～新入生支援を中心

に～  高知大学 保健管理センター 医学部分室 澁谷 恵子 

６．新型コロナウイルス感染症流行下の保健管理について 

    広島大学 保健管理センター 吉原 正治 

保健・看護分科会 

※令和 2年度保健看護分科会、連絡会は中止とした。 

 令和 3年 2月 1日（月）～令和 3年 2月 8日（月）に保健看護分科会アンケート調査

（Web調査）を実施した。 

その他 

・令和 3年 1月，「第 50回中国四国大学保健管理研究集会報告書」を発行した。 

その他の活動 

第１回保健・看護分科会運営会議 令和 2年 8月 31日～9月 4日  

メール審議 11校 11名 

第 1回幹事会 令和 2年 9月 8日～9月 14日 メール審議 14校 40名 

第 2回保健・看護分科会運営会議 令和 3年 2月 24日  Web開催  

意見交換会 令和 3年 3月 2日  Web開催  

第 2回幹事会 令和 3年 3月 メール審議にて実施 

 

令和２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） 大分大学保健管理センター所長 工藤欣邦  

総 会 令和２年８月２８日（金）～９月４（金） メール会議により実施。  

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  

・ 前年度予算決算及び本年度予算  

・ 全国大学保健管理協会役員の選出及び名誉会員の推薦  



・ 九州地区大学保健管理研究協議会に係る令和４年度及び令和５年度当番大学の選出  

地方部会研究集会  

 新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み，開催中止。  

保健・看護分科会  

 新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み，開催中止。  

その他  なし 


