
講演プログラム

特別講演Ⅰ 9 月 9日（水）10：00～10：50　マリオス　大ホール

座長：丸山　仁（岩手大学　理事・副学長）

岩手大学の震災復興の取組みと今後の展望
岩渕　明（岩手大学　学長）

特別講演Ⅱ 9 月 9日（水）11：00～11：50　マリオス　大ホール

座長：立身　政信（岩手大学  保健管理センター長）

今を生きる
狩野　亮（株式会社　マルハン）

教育講演Ⅰ 9 月 9日（水）13：40～14：40　マリオス　大ホール

座長：冨樫　整（山形大学  保健管理センター長）

大学の国際化と保健管理
山本　眞由美（岐阜大学保健管理センター・大学院連合創薬医療情報研究科

全国大学保健管理協会　国際連携委員会　委員長
国立大学法人保健管理施設協議会　国際交流特別委員会　委員長）

教育講演Ⅱ 9 月 9日（水）13：40～14：40　マリオス　小ホール

座長：尾股　健（宮城教育大学  保健管理センター所長）

大学生の性の健康問題への対応
～リプロダクティブ・ヘルス /ライツの視点から～

福島　裕子（岩手県立大学看護学部　教授）

シンポジウムⅠ 9 月 9日（水）15：00～17：00 　マリオス　大ホール

　　司会：木内　喜孝（東北大学　保健管理センター長）
渡辺　厚（福島大学　保健管理センター所長）

テーマ：健康教育 ～学生への健康教育から地域住民の健康支援へ～
１　公衆衛生学教育と災害への備え

塚原　照臣（信州大学医学部衛生学公衆衛生学教室　講師）

２　大学生の食育と健康教育―宮澤賢治再訪問―
藤井　義博（藤女子大学　副学長・人間生活学部教授・保健センター長）

３　陸前高田市における住民と共に進める健康づくりの実際
　　～玄米ニギニギ体操を手段とした心理社会的サポート～

佐々木　亮平（岩手医科大学　いわて東北メディカル・メガバンク機構、特命助教）
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シンポジウムⅡ 9 月 10 日（木）13：10～15：10　マリオス　大ホール

　　司会：田名場　美雪  （弘前大学  保健管理センター　准教授）
髙橋　国法  （山形大学  大学院理工学研究科　准教授）

テーマ：障害者差別解消法の施行と障害学生支援
１　障害者差別解消法が高等教育に与える影響と障害のある学生への支援

広瀬　洋子（放送大学　情報コース・教育支援センター　教授／総合研究大学院大学　教授）

２　これからの大学に求められる合理的配慮
　　―聴覚障害学生支援を中心に―

白澤　麻弓（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター　准教授）

３　これからの大学に求められる合理的配慮
　　―発達障害学生支援を中心に―

岩田　淳子（成蹊大学文学部　教授）

ランチョンセミナー

ランチョンセミナーⅠ 9 月 9日（水）12：40～13：30 　マリオス　大ホール

座長：髙梨　信吾（弘前大学　保健管理センター所長）

大学での禁煙推進～難所克服対策
国立大学法人保健管理施設協議会の活動を通じて

高橋　裕子（奈良女子大学保健管理センター／国立大学法人保健管理施設協議会　禁煙推進特別委員会）
（提供：ファイザー株式会社）

ランチョンセミナーⅡ 9 月 9日（水）12：40～13：30 　マリオス　小ホール

座長：工藤　欣邦（大分大学　保健管理センター所長）

ABC検診は何が問題か
－胃がんリスク評価に基づいた胃がん検診の可能性と問題点－

加藤　勝章（宮城県対がん協会がん検診センター　副所長 兼 消化器担当科長）
（提供：栄研化学株式会社）

ランチョンセミナーⅢ 9 月 10 日（木）12：10～13：00 　マリオス　大ホール

座長：苗村　育郎（秋田大学　保健管理センター所長）

これからの不眠症治療を考える
上田　均（もりおか心のクリニック　院長）

（提供：MSD株式会社）

ランチョンセミナーⅣ 9 月 10 日（木）12：10～13：00 　マリオス　小ホール

座長：米山　啓一郎（昭和大学　保健管理センタ－所長）

若年性２型糖尿病へのアプローチ
：“コントロールする”から“治す”を目指して

赤井　裕輝（東北労災病院　副院長 兼 糖尿病代謝センター長）
（提供：武田薬品工業株式会社）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

A1　健康診断１
ポスター会場：展示ホール（4F）　9：00～10：00

座長：小倉　俊郎（岡山大学　保健管理センター長）

青年期成人の内臓脂肪と生活習慣の関連性　- 第二報 -
○古林　正和（長崎大学保健・医療推進センター）

豊橋・長岡両技術科学大学男子学生の肥満傾向
○小島　俊男（豊橋技術科学大学　健康支援センター）

高度肥満学生における高感度CRPの測定意義について
○吉村　彩（北海道大学保健センター）

若年者におけるメタボリック症候群関連血液検査の意義の解析
○吉田　千春（埼玉医科大学　教職員・学生健康推進センター）

入学後に普通体重から肥満（２度）となった本学学生の実態調査
○北　浩樹（東北大学保健管理センター）

本学学生におけるBMI 分類ごとの生活習慣の特徴
○櫻井　芳美（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）

A1-1

A1-2

A1-3

A1-4

A1-5

A1-6
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

A2　健康診断２
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～11：00

座長：小林　政雄（秋田大学　保健管理センター准教授）

大学生のBMI 変化率と血圧（BP）・血色素量（Hb）との関連について
○横田　千津子（国立大学法人　筑波技術大学　保健管理センター）

健康診断事後指導における非観血的ヘモグロビン推定値導入の試み
○吉田　由紀（埼玉県立大学保健センター）

新入生健康調査票に記載された甲状腺疾患の現状と定期健康診断甲状腺触診の結果の調査
○山﨑　みゆき（京都女子大学総務部健康管理センター診療所）

大学生の基礎学力の実態と生活習慣との関連：2年間の追跡調査を用いて
○堀田　亮（岐阜大学保健管理センター）

横浜市立大学学生の学年別健康状態の比較　－3年間の健康関連QOLを通して－
○土井原　千穂（横浜市立大学保健管理センター）

Ｖ1，Ｖ3誘導でＲ波増高不全と陰性Ｔ波を呈した若年スポーツ選手の心エコー所見
○齊藤　和人（鹿屋体育大学保健管理センター）

A2-1

A2-2

A2-3

A2-4

A2-5

A2-6

甲状腺触診の有用性についての検討

（筑波技術大学　保健管理センター）

健康管理センター診療所）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

A3　健康診断３
ポスター会場：展示ホール（4F）　11：00～12：00

座長：宮崎　泰成（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長）

定期健康診断における胸部エックス線検査の有用性
○山本　明子（名古屋大学総合保健体育科学センター）

千葉大学における胸部X線検査省略の現状調査　第3報
○潤間　励子（千葉大学総合安全衛生管理機構）

定期健康診断業務における性能発注型の委託契約について
○清水　憲吾（慶應義塾大学保健管理センター）

保健管理部門のwebの構成・内容と大学類型との関連についての検討
○原田　賢治（東京農工大学 保健管理センター）

健康診断システムの開発と評価3　－オフライン用モジュールの開発－
○當仲　香（慶應義塾大学保健管理センター）

学生の健康白書2010と本学学生の生活のアンケートとの比較
○高橋　友子（東邦大学　健康推進センター　習志野学事部　健康管理室）

A3-1

A3-2

A3-3

A3-4

A3-5

A3-6

三
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

B1　産業保健活動１
ポスター会場：展示ホール（4F）　9：00～10：00

座長：久保田　稔（関西学院大学　保健館長）

新潟大学の職員健康診断事後措置における取り組みについて
○神主　京子（新潟大学保健管理センター）

職員健診における胃がんリスク検診（ABC検診）結果と二次精検についての検討
○別所　寛人（和歌山大学　保健センター）

ABC検診後の精密検査受診勧奨の結果
○八谷　百合子（産業医科大学　保健センター）

大学職員定期健康診断での生活習慣病の経年的傾向と予防対策
○山本　直樹（山口大学　大学教育機構　保健管理センター）

職員一般定期健康診断における健康支援システムの有用性
○生稲　直美（千葉大学総合安全衛生管理機構）

ジュース摂取量は蛋白尿の予測因子である
○山本　陵平（大阪大学保健センター）

B1-1

B1-2

B1-3

B1-4

B1-5

B1-6

効果

職員健康診断における健康支援システムの有用性

ジュース摂取頻度は蛋白尿の発症予測因子である

（山口大学　大学教育機構保健管理センター）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

B2　産業保健活動２
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～10：50

座長：落合　秀夫（九州工業大学　保健センター所長）

教育大学職員のメンタルヘルス -2014年度職員メンタルヘルスアンケート調査より -
○田中　生雅（愛知教育大学保健環境センター）

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度への対応と今後の在り方について
○森本　宏志（山口大学・大学教育機構保健管理センター）

東京医科歯科大学における職場復帰支援制度の変遷とその効果の検討
○平井　伸英（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）

大学職員を対象とした肝酵素異常の意義付けについて
○冨樫　整（山形大学保健管理センター）

Total Fitness Analysis Systemでの健康教育の継続効果
○岡安　香（東京医科歯科大学　職員健康管理室）

B2-1

B2-2

B2-3

B2-4

B2-5

（山口大学　大学教育機構保健管理センター）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

C1　健康教育・保健指導１
ポスター会場：展示ホール（4F）　11：00～11：50

座長：内田　満夫（信州大学　総合健康安全センター講師）

大学内全面禁煙に向けての取り組みと、その効果について
○石山　奈緒美（大阪大学　保健センター）

山口大学喫煙対策の現状と課題－学生喫煙率調査を基に－
○山本　直樹（山口大学大学教育機構　保健管理センター）

大分大学における禁煙サポートの取り組みと今後の課題
○河野　香奈江（大分大学保健管理センター）

本学学生の健康課題に関する特徴と喫煙予防支援の検討
○窪谷　由美子（桐蔭学園健康管理センター、桐蔭横浜大学保健室）

北里大学相模原キャンパス敷地内全面禁煙化の取り組み
○松原　まどか（北里大学健康管理センター）

C1-1

C1-2

C1-3

C1-4

C1-5

敷地内全面禁煙に向けての取り組みとその効果について

　○奥屋　茂（山口大学　大学教育機構保健管理センター）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

C2　健康教育・保健指導２
ポスター会場：展示ホール（4F）　9：00～10：00

座長： 吉原　正治（広島大学　保健管理センター長）

東海大学サテライトオフィス地域交流センターでの健康教育活動の報告
○菅原　愛子（東海大学健康推進センター湘南健康推進室）

春の保健センター体験見学会【Heart-warming campus】の取り組み
○石原　可愛（北海道大学　保健センター）

健康を考える学生の輪を広げよう　～健康教育におけるピア・サポート活用の試み～
○石川　宜子（立命館大学　保健センター）

大学生の食生活に関する実態調査
○磯村　有希（岐阜大学保健管理センター）

保健医療福祉系学生の食生活の現状と課題（1）健康生活習慣と食生活
○鈴木　幸子（埼玉県立大学）

保健医療福祉系学生の食生活の現状と課題（2）栄養素と食物摂取状況
○坂本　めぐみ（防衛医科大学校）

C2-1

C2-2

C2-3

C2-4

C2-5

C2-6
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

C3　健康教育・保健指導３
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～11：00

座長：佐々木　春喜（室蘭工業大学　保健管理センター所長）

大学保健管理施設による教育プログラムの開発2－正課外教育としての食育の効果－
○足立　由美（金沢大学保健管理センター）

スポーツ強化部会の朝食欠食率に関する研究
○稲葉　洋美（新潟医療福祉大学　健康科学部　健康栄養学科）

国立大学法人保健管理施設協議会加盟校における食育の個別事例
○吉川　弘明（金沢大学保健管理センター）

全学生を対象とした栄養個人指導の実施経験
○山本　眞由美（岐阜大学保健管理センター）

大学食堂と協働した料理教室の試み
○上名主　望（東京工業大学）

高度肥満学生における簡易式自記式食事歴調査票の意義について
○折戸　智恵子（北海道大学保健センター）

C3-1

C3-2

C3-3

C3-4

C3-5

C3-6

（東京工業大学保健管理センター）

肥満学生における簡易型自記式食事調査票（BDHQ）の意義について
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

C4　健康教育・保健指導４
ポスター会場：展示ホール（4F）　11：00～12：00

座長：瀧原　圭子（大阪大学　保健センター長）

新入学生における体型別にみた月経異常の特性について
○森　俊明（静岡大学保健センター）

薬科大学女子学生における月経関連症状と生殖的健康について
○山口　志津子（星薬科大学）

大学女子学生への月経関連症状に対する取り組み
○池田　美智子（金沢大学保健管理センター）

月経前症候群に関する有病率、知識に関する実態調査 - 第 2報 -
○横田　仁子（東京女子医科大学学生健康管理センター）

高校生・大学生の妊娠・出産に関する知識量とＤＶＤ教材視聴による教育効果の検討
○西尾　彰泰（岐阜大学保健管理センター）

大学生における出生時発育状況と生活習慣病との関連について
○加治　由記（静岡大学保健センター）

C4-1

C4-2

C4-3

C4-4

C4-5

C4-6

（星薬科大学保健管理センター）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

C5　健康教育・保健指導５
ポスター会場：展示ホール（4F）　9：00～10：00

座長：三宅　仁 （長岡技術科学大学　体育・保健センター長）

新入生および教職員のAED認知状況アンケート結果
○西郷　勝康（姫路獨協大学薬学部）

心肺蘇生に関する教育大学生の意識
○羽賀　將衛（北海道教育大学保健管理センター）

大学生に対する一次救命処置講習の効果～受講経験回数による比較
○清　奈帆美（慶應義塾大学保健管理センター）

大学生における、インターネット依存とストレス対処との関連性
○高橋　健太郎（神戸大学保健管理センター）

大学生におけるインターネット依存の学年による差異について
○楠田　康子（神戸大学保健管理センター）

危険ドラッグ（調査時の呼称は脱法ドラッグ）に対する意識調査　第二報
○布施　泰子（茨城大学保健管理センター）

C5-1

C5-2

C5-3

C5-4

C5-5

C5-6
2
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

D1　フィジカルヘルス１
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～11：00

座長：宮下　和久（和歌山県立医科大学　健康管理センター長）

自然気胸の既往のある学部新入生の特徴
○山手　紫緒（広島大学保健管理センター）

大学生の喘息有病率，アウトグロー
○長部　ひとみ（東京学芸大学保健管理センター）

学生を対象とした冷えに関する調査、およびその一考察
○高橋　友子（東邦大学　健康推進センター　習志野学事部　健康管理室）

手足の「冷え」について－可視化を可能とする簡易ツールの検討－
○小口　喜美夫（成蹊大学理工学部）

手足の「冷え」について－実態とその他自覚症状との関連について－
○万年　宏美（成蹊大学保健室）

洋上のキャンパスヘルスー練習船「おしょろ丸」における健康管理についてー
○木津谷　瑠美（北海道大学函館キャンパス医務室）

D1-1

D1-2

D1-3

D1-4

D1-5

D1-6

手足の冷えについて－実態とその他自覚症状との関連について－

手足の冷えについて－可視化を可能とする簡易ツールの検討－
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

D2　フィジカルヘルス２
ポスター会場：展示ホール（4F）　11：00～12：00

座長：羽賀　將衛（北海道教育大学　保健管理センター所長）

大学生における膝関節障害・外傷に関する臨床検討
○向野　穂子（昭和大学保健管理センター）

肩こりに関するアンケート調査を用いた検討―中学、高校生の結果から―
○藤井　康成（鹿屋体育大学保健管理センター）

男子大学生の主観的健康観と背景にある生活習慣との関連
○山本　裕之（静岡大学保健センター）

大学体育授業が及ぼす学生の運動に対する意識の変化
○加藤　彰浩（青山学院大学　身体の技能領域研究室）

大学生の運動習慣－プレメディカルケアシステム導入に向けて
○杉浦　雄策（明海大学不動産学部）

女子大学生の適正体重をめざした取組みについての報告
○浅井　綾子（和洋女子大学）

D2-1

D2-2

D2-3

D2-4

D2-5

D2-6

肩こりに関するアンケートを用いた検討―中学生と高校生の結果から―

大学生における運動習慣に関する調査―プレメディカルケア構想の推進に向けて―

）

（スポーツ医学））

（和洋女子大学　保健室）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

E1　健康教育・感染症１
ポスター会場：展示ホール（4F）　9：00～10：00

座長：石井　彰 （東京学芸大学　保健管理センター所長）

大学新入生における薬物使用リスクに関する研究
○丸山　由衣（青山学院大学保健管理センター）

カルト勧誘に対する啓発教育について
○内野　悌司（広島大学保健管理センター）

「海外留学　健康の手引き」利用の勧め　国際連携委員会・国際交流特別委員会合同編集
○中川　克（公益社団法人全国大学保健管理協会　国際連携委員会）

発熱を伴う下痢で大学保健センター外来受診をした者の検討
○中澤　敦子（同志社大学保健センター）

医療系学部における流行性ウイルス感染症の予防接種歴と抗体保有について
○真島　一郎（新潟大学保健管理センター）

視覚障碍学生におけるインフルエンザ集団感染高リスク群へのオセルタミビル予防投与
○平山　暁（筑波技術大学保健管理センター）

E1-1

E1-2

E1-3

E1-4

E1-5

E1-6
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

E2　感染症２
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～11：00

座長：鈴木　芳樹（新潟大学　保健管理センター所長）

感染症対策について～道内大学・高専の現状調査～
○笹田　好恵（全国大学保健管理協会 北海道地方部会 保健師・看護師分科会）

検査診断で修飾麻疹を否定された症例について
○鮫島　久美（鹿児島大学保健管理センター）

入学時抗体検査の臨床実習時抗体獲得への効果―第四期定期予防接種の効果を含めて―
○川村　祐一郎（旭川医科大学保健管理センター）

医療系学部における流行性ウイルス感染症（麻疹，風疹，水痘，ムンプス）への対策
○上ノ山　友子（新潟大学保健管理センター）

医療系学生における第3期・第4期予防接種実施前後の麻疹・風疹抗体の推移
○岩崎　良章（岡山大学保健管理センター）

医学部入学者の風疹抗体価の比較－1995年度生まれ前後の比較－
○和泉　恵子（山梨大学保健管理センター）

E2-1

E2-2

E2-3

E2-4

E2-5

E2-6

﨑

－ 24 －



一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

E3　感染症３
ポスター会場：展示ホール（4F）　11：00～12：00

座長：中野　功（名古屋工業大学　保健センター長）

留学生の開放性結核発症および接触者健診に関する報告
○山﨑　恵（お茶の水女子大学　保健管理センター）

GRIPSにおける IGRAを用いた留学生への結核対策
○田中　ゆり（政策研究大学院大学　保健管理センター）

医療系大学の学生に発症した結核に対する対応と対策
○内田　啓子（東京女子医科大学学生健康管理センター）

本学における活動性結核 - 留学生の発病事例と予後 -
○本田　明（北見工業大学保健管理センター）

学校医が経験したエボラウイルス対応―法的根拠、責任論、危機管理としての感染症対策
○横山　裕一（慶應義塾大学保健管理センター）

大学が経験したエボラウイルス（EBOV）感染症対応－留学からの帰国学生対応事例
○松本　可愛（慶應義塾大学保健管理センター）

E3-1

E3-2

E3-3

E3-4

E3-5

E3-6

崎
留学生の開放性結核発症および接触者検診に関する報告

学校医が経験したエボラウイルス (EBOV) 対応―法的根拠、責任論、危機管理としての感染症対策

大学が経験したエボラウイルス (EBOV) 感染症対応－米国留学からの帰国学生対応事例
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

F1　メンタルヘルス１
ポスター会場：展示ホール（4F）　9：00～10：00

座長：安宅　勝弘（東京工業大学　保健管理センター教授）

岡山大学メンタルへルス対策推進室の紹介－設立経緯と活動内容－
○清水　幸登（岡山大学保健管理センター）

保健管理センターにおけるメンタルヘルス新規相談来談者の傾向
○久保　位可子（東京医科歯科大学　職員健康管理室）

新しい学生健康診断システムにおけるメンタルヘルス問診の試み
○大渓　俊幸（千葉大学総合安全衛生管理機構）

教職員定期健康診断におけるメンタルヘルス面談者選定方法についての検討
○舟津　碧（国立大学法人静岡大学保健センター浜松支援室）

大学教職員のメンタルヘルス調査2014
○澁谷　麻由美（慶應義塾大学保健管理センター）

職業性ストレス調査の有用性：佐賀大学医学部における結果から
○尾崎　岩太（佐賀大学保健管理センター）

F1-1

F1-2

F1-3

F1-4

F1-5

F1-6

保健管理センターにおけるメンタルヘルス　新規相談来談者の傾向

教職員のメンタルヘルス調査―ストレスに及ぼす基礎要因と今後の対策への検討―

定期健康診断におけるメンタルヘルス面談者選定方法についての検討
~主観的健康観はストレスチェックに有効活用できるか~

（静岡大学保健センター）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

F2　メンタルヘルス２
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～11：00

座長：早川　東作（東京農工大学　保健管理センター教授）

生活リズム改善プログラムの試み - 保健センター提供支援メニュー拡充に向けて -
○斉藤　美香（北海道大学保健センター）

学生相談およびフリースペースの利用が大学生の精神的健康に及ぼす効果
○入江　智也（北翔大学　保健センター）

精神的支援が必要な留学希望学生の支援体制作り　―学内連携を行った事例を通して―
○三村　麻由美（広島市立大学　保健管理室）

大学における性暴力被害者支援について
○河野　美江（島根大学保健管理センター　松江）

休学者・復学者への支援を考える（2）―先行型支援と応答型支援―
○中川　知佳（獨協大学保健センター）

大学保健センターにおける他機関と連携した学生のメンタルサポート
○西谷　崇（和歌山大学保健センター）

F2-1

F2-2

F2-3

F2-4

F2-5

F2-6

大学保健センターにおける他機関と連携した学生のメンタルサポート
（～２事例へのサポートを振り返って～）

）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

F3　メンタルヘルス３
ポスター会場：展示ホール（4F）　11：00～12：00

座長：一宮　厚（九州大学　キャンパスライフ健康支援センター長）

学生こころの状態スクリーニング4年間の傾向
○太刀川　弘和（筑波大学保健管理センター精神科）

スクリーニングとしてのUPI の有効性の検討
○蔵本　信比古（北海道情報大学 学生相談室）

A大学における保健センター精神科の予約外受診者にみる学校内での緊急対応
○竹内　志保子（東京大学 保健・健康推進本部）

メンタルヘルス相談におけるリスクマネジメント
○矢式　寿子（広島大学保健管理センター）

大学における休・退学、留年学生に関する調査第36報（平成25年度分集計結果から）
○布施　泰子（茨城大学保健管理センター）

大学院における休学・退学・留年学生に関する調査第12報（平成25年度集計結果）
○丸谷　俊之（東京工業大学保健管理センター）

F3-1

F3-2

F3-3

F3-4

F3-5

F3-6

）

保健健康推進本部）

‐保健師の役割 -

大学院における休学・退学・留年学生に関する調査ー第12報（平成25年度集計結果）ー
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

F4　メンタルヘルス４
ポスター会場：展示ホール（4F）　9：00～10：00

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）

精神的問題をもつ学生の初回発言内容からみる言語的表出の特徴
○丸山　拓亮（獨協大学保健センター）

精神科通院学生の学業転帰について（一般学生と比較しながら）
○石井　映美（筑波大学保健管理センター精神科）

他者の現れ方からみた精神障害の違いについて
○森岡　洋史（鹿児島大学保健管理センター）

発達障害学生が抱える不適応問題とその支援
○岡本　百合（広島大学保健管理センター）

発達障害を持つ視覚障害学生の支援について
○佐々木　恵美（筑波技術大学　保健管理センター）

大学生を対象にした発達障害に関する質問紙調査
○渡辺　慶一郎（東京大学  学生相談ネットワーク本部）

F4-1

F4-2

F4-3

F4-4

F4-5

F4-6

－時間構造の視点も含めて－
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

F5　メンタルヘルス５
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～11：00

座長：青木　慎一郎（岩手県立大学　健康サポートセンター長）

大学生における睡眠に関するアンケート調査
○三宅　典恵（広島大学保健管理センター）

学生の睡眠時間と日中の眠気、生活リズム、精神状態との関連～工科大学での調査～
○冨田　悟江（名古屋工業大学保健センター）

マインドフルネスはどのように健康に寄与するか－ストレス反応とエゴグラムからの検討
○高橋　恵子（弘前大学保健管理センター）

身体イメージ彩色図法による可視化－精神身体的訴えのある学生の身体感覚－
○今野　紀子（東京電機大学情報環境学部）

大学生のＱＯＬと気分状態
○七里　佳代（新潟大学保健管理センター）

修学集中困難感とソーシャルサポート満足感がメンタルヘルスに与える影響
○小川　さやか（長崎大学保健・医療推進センター）

F5-1

F5-2

F5-3

F5-4

F5-5

F5-6
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

G1　学生相談・障害学生支援１
ポスター会場：展示ホール（4F）　9：00～10：00

座長：古川　卓（琉球大学　保健管理センター教授）

大学生のキャリア発達と自己イメージに関する調査（１）well-being を中心に
○樋口　倫子（明海大学外国語学部）

大学生のキャリア発達と自己イメージに関する調査　その２　学生の特徴とその支援
○星野　伸明（明海大学保健管理センター）

大学生の対人コミュニケーションと学生生活の質との関連
○福盛　英明（九州大学キャンパスライフ・健康支援センター）

不登校学生への連携支援
○磯部　典子（広島大学保健管理センター）

留学生支援体制に関する一考察
○小島　奈々恵（広島大学保健管理センター）

学内外の動向と連働した自殺防止対策の推進過程の特徴と意義について
○齋藤　憲司（東京工業大学保健管理センター）

G1-1

G1-2

G1-3

G1-4

G1-5

G1-6

～クラスター分析を用いて～

Well-being を促す支援を中心に

大学生のキャリア発達と自己イメージに関する調査 その２ 悩めない学生の特徴と学生支援の視点から

保健管理センター・外国語学部）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

G2　学生相談、障害学生支援２
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～11：00

座長：太田　裕一（静岡大学　保健管理センター准教授）

性別違和（性同一性障害）の4例
○南崎　明日香（鹿児島大学保健管理センター）

AS当事者会の参加者における気分および生活困難の自覚とその変化
○坂本　玲子（山梨県立大学）

SSTグループプログラムを通した参加者の困り感の改善とつながり作り
○齋藤　暢一朗（北海道大学保健センター）

包括的学生修学支援の取り組み～履修登録相談会の実践について～
○平田　成生子（南山大学瀬戸キャンパス保健室）

キャンパス・ソーシャルワーカーの配置後における心理社会的介入アプローチの展開
○若山　隆（日本福祉大学　学生支援センター　学生相談室）

障がい学生に対する入学直後の支援体制について
○日下部　貴史（富山大学 教育・学生支援機構 学生支援センター）

G2-1

G2-2

G2-3

G2-4

G2-5

G2-6

人間福祉学部）

SSTグループプログラムを通した大学生活困り感の改善とつながり作り効果

南山大学における包括的学生修学支援の取り組み

キャンパス・ソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の配置後における心理社会的介入アプローチの展開
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

G3　学生相談、障害学生支援３
ポスター会場：展示ホール（4F）　11：00～12：00

座長：齋藤　憲司（東京工業大学　保健管理センター教授）

学生相談終結時アンケートから探る学生相談のプロセスと効果
○山田　裕子（北里大学健康管理センター）

担当者交代によるケース引継ぎについて
○栗田　智未（金沢大学保健管理センター）

新入生健診におけるメンタルヘルスチェック結果と保健センター来談状況の関連
○石金　直美（大阪大学保健センター）

５年間の学生相談利用学生の転帰調査
○太田　裕一（静岡大学保健センター）

学生支援機関が連携するためのメンタルヘルス調査実施の試み
○中谷　隆子（お茶の水女子大学学生相談室）

学生支援対応チームの創設・導入とその効果について
○杉江　征（筑波大学保健管理センター）
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

G4　学生相談、障害学生支援４
ポスター会場：展示ホール（4F）　10：00～10：40

座長：杉江　征（筑波大学　保健管理センター教授）

発達障がい学生の来談経路の特徴　3年間の支援データのまとめ
○細田　憲一（福井大学保健管理センター）

大学入学後に自閉症スペクトラムと診断された自験例の検討　２
○古橋　裕子（静岡大学保健センター）

発達障害関連困り感質問紙の妥当性の検討：診断の有無による得点の比較
○高橋　知音（信州大学学術研究院教育学系）

PHQ9と発達障害関連困り感
○大見　広規（名寄市立大学　保健福祉センター）

G4-1
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大学入学後に自閉症スペクトラム障害と診断された自験例の検討

Patient Health Questionnaire-9と発達障害関連困り感
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一般研究発表プログラム（ポスターディスカッション）

G5　学生相談、障害学生支援５
ポスター会場：展示ホール（4F）　11：00～12：00

座長：西村　優紀美（富山大学　保健管理センター准教授）

一般教員による障害学生支援の実態に関する調査研究
○井ノ崎　敦子（徳島大学保健管理・総合相談センター）

発達障害学生支援に関する教員の認識の変化
○新村　暁（岩手大学　学生特別支援室）

障がい学生支援における保健管理センターとアクセシビリティセンターの連携と課題
○吉原　正治（広島大学保健管理センター）

理工系単科大学における障害者支援のあり方 ―肢体不自由学生の事例より―
○鶴ヶ野　しのぶ（電気通信大学保健管理センター）

障害者差別解消法の施行に向けた学生への組織的支援の現状
○村山　賢一（新潟大学保健管理センター）

小規模私立大学における障害学生支援体制－導入１年目の実践での成果と課題－
○荒木　史代（福井工業大学）
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