
一般研究発表
WEB発表

A
健康診断
10演題

D
産業保健・その他
3演題

E
健康支援・その他
3演題

B
禁煙・その他
5演題

C
感染症
19演題

A1 健康診断1（5演題）
座長：岩﨑　良章（岡山大学）� ▶ P.33

D1 産業保健・その他1（3演題）
座長：江副　智子（島根大学）� ▶ P.53

E1 健康支援・その他1（3演題）
座長：田中　生雅（愛知教育大学）� ▶ P.55

A2 健康診断2（5演題）
座長：山本　直樹（山口大学）� ▶ P.36

B1 禁煙・その他（5演題）
座長：佐伯　由香（愛媛大学）� ▶ P.39

C1 感染症1（5演題）
座長：鎌野　寛（香川大学）� ▶ P.42

C2 感染症2（5演題）
座長：三島香津子（鳥取大学）� ▶ P.45

C3 感染症3（4演題）
座長：守屋　達美（北里大学）� ▶ P.48

C4 感染症4（5演題）
座長：伊藤　弘道（鳴門教育大学）� ▶ P.50
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F
ヘルシーキャンパス
9演題

H
学生発表
4演題

G
メンタルヘルス・�
学生相談
34演題

F1 ヘルシーキャンパス1（5演題）
座長：永尾　　幸（香川大学）� ▶ P.57

H1 学生発表（4演題）
座長：磯部　典子（広島大学）� ▶ P.81

F2 ヘルシーキャンパス2（4演題）
座長：大西　　勝（岡山大学）� ▶ P.60

G1 メンタルヘルス・学生相談1（5演題）
座長：布施　泰子（茨城大学）� ▶ P.62

G2 メンタルヘルス・学生相談2（4演題）
座長：井崎ゆみ子（徳島大学）� ▶ P.65

G3 メンタルヘルス・学生相談3（5演題）
座長：河野　美江（島根大学）� ▶ P.67

G4 メンタルヘルス・学生相談4（5演題）
座長：井上　　顕（高知大学）� ▶ P.70

G5 メンタルヘルス・学生相談5（4演題）
座長：渡邉慶一郎（東京大学）� ▶ P.73

G6 メンタルヘルス・学生相談6（3演題）
座長：齋藤　憲司（東京工業大学）� ▶ P.75

G7 メンタルヘルス・学生相談7（4演題）
座長：福盛　英明　（九州大学）� ▶ P.77

G8 メンタルヘルス・学生相談8（4演題）
座長：杉江　　征（筑波大学）� ▶ P.79
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一般研究発表

健康診断1
座長：岩﨑　良章（岡山大学）

A1-1 東京大学保健センター歯科受診状況に関する研究 (第1報) ······························P.34
東京大学　保健・健康推進本部１、東京大学医学部附属病院　口腔顎顔面外科・矯正歯科２

○�大里　愛1）、内野　夏子1,2）、藤原　夕子1,2）、谷口　明紗子1,2）、久保田　恵吾1,2）、成田　理香1,2）、�
小松　紀子1,2）、内田　洋子1,2）、熊谷　賢一1,2）、石橋　牧子1,2）、大久保　和美2）、阿部　雅修1,2）、�
星　和人2）、小笠原　徹1,2）、柳元　伸太郎1）

A1-2 COVID-19感染拡大に伴う自粛前後での大学生の体重増加と生活因子の検討 ········P.34
長崎大学　保健センター１、長崎大学病院　内分泌・代謝内科２、�
長崎大学病院　糖尿病診療支援センター３、�
長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　産学共同研究プラットフォーム&ゲノム医療研究推進室４、�
長崎大学病院　腎臓内科５

○�古林　正和1）、有森　春香2）、鎌田　昭江3）、阿比留　教生2）、三輪　昌輝3）、森本　心平4）、�
前田　真由美1）、小川　さやか1）、夏田　昌子1）、西野　友哉1,5）

A1-3 教職員健診受診若年層における、やせと生活習慣および 
高血圧リスクに関する検討 ················································································P.34
東京大学�保健・健康推進本部１、東京大学�医学部附属病院�循環器内科２、�
東京大学�医学部附属病院�感染症内科３

○�坂本　愛子1,2）、柳元　伸太郎1,3）、細井　恩1）、小室　一成1,2）

A1-4 10年間のBNP変化量と健康診断データの比較 ·················································P.34
慶應義塾大学保健管理センター

○�清　奈帆美、和井内　由充子、牧野　伸司、當仲　香、澁谷　麻由美、松本　可愛、齋藤　圭美、�
高橋　綾、外山　千鈴、森　正明

A1-5 職員の二次健康診断受診率向上に向けた取り組み ·············································P.35
長崎大学保健センター

○�夏田　昌子、黒木　優子、清家　陽子、木下　裕久、古林　正和、西野　友哉
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健康診断2
座長：山本　直樹（山口大学）

A2-1 演題取下げ ········································································································P.37

A2-2 COVID-19流行下における学生定期健康診断実施報告 
～2020年度の振り返り～ ·················································································P.37
埼玉県立大学保健センター

○�井上　由紀、滑川　道人

A2-3 健診胸部エックス線撮影～低線量でも読みやすく、 
効率的な読影システムをめざして ·····································································P.37
東京大学�保健・健康推進本部１、東京大学医学部附属病院２

○�袴田　千愛1）、三谷　明久2）、石井　崇史1）、江本　範子1）、村野　陽子1）、山田　由紀子1）、�
細井　恩1）、田部井　勝行2）、春原　光宏1）、柳元　伸太郎1）

A2-4 ポストCovid-19時代における集団健康診断の 
実践的クラスター対策アプローチ ·····································································P.37
千葉大学工学部機械工学コース１、千葉大学総合安全衛生管理機構２、�
千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科３

○�松原　秀真1）、高田　護2,3）、田中　学1）、潤間　励子2）、吉田　智子2）、生稲　直美2）、�
田中　真由2）、齊藤　朋子2）、大渓　俊幸2）、今関　文夫2）

A2-5 健康診断におけるWEB問診システムの利用 
～コロナ禍における遠隔での健康管理～ ···························································P.38
神戸大学保健管理センター１、神戸大学大学院医学研究科病態情報学２

○�藤平　和弘1）、飛松　崇子1）、高橋　健太郎1）、足立　祥1）、毛利　健太朗1,2）、菅尾　有紀子1）、�
寺内　千春1）、有村　和代1）、大崎　絵里子1）、鹿野　伸子1）、近藤　泰子1）、林原　礼子1）、�
楠田　康子1）、和田　矩子1）、別祖　香代1）、井口　元三1,2）、山本　泰司1,2）
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一般研究発表

禁煙・その他
座長：佐伯　由香（愛媛大学）

B1-1 COVID-19感染症の大学内クラスター防止のための名古屋大学の取り組み ·····P.40
名古屋大学総合保健体育科学センター

○�千藤　ますみ、土屋　聖亜、山本　明子、宮田　祐子、長尾　杏子、鳥羽　厚子、今枝　玲子、�
坂野　遼一、小池　晃彦、石黒　洋

B1-2 大学保健管理部門の看護職者等を対象とした第１回研修会の検討 ····················P.40
日本福祉大学１、中部大学２、椙山女学園大学３、千里金蘭大学４、京都女子大学５

○�河合　洋子1）、津田　聡子2）、大見　サキエ3）、合田　友美4）、高橋　薫1）、滝川　国芳5）

B1-3 新型コロナウイルス (COVID-19)流行後の男子学生の喫煙率の変化 ···············P.40
東北大学保健管理センター

○�北　浩樹、佐藤　康子、伊藤　めぐみ、佐藤　洋美、久野　幸子、鈴木　由美子、�
むらかみ　富紀子、辛島　久美、滝口　純子、洞口　博子、阿部　麻子、佐藤　公雄、�
伊藤　千裕

B1-4 敷地内全面禁煙後の問題と対応についての検討 ················································P.40
岡山大学保健管理センター１、岡山大学安全衛生部２

○�岩﨑　良章1）、多田　弘子2）、岡　香織1）、黒木　清美1）、中西　順子1）、森田　知子1）、�
樋口　千草1）、宮道　力1）、岡部　伸幸1）、大西　勝1）

B1-5 家庭内受動喫煙とBody Mass Indexの変化 ····················································P.41
大阪大学キャンパスライフ健康支援センター

○�青山　望美、山本　陵平、川村　淳子、村井　教子、熊谷　一代、姫ヶ迫　由美、井手　盛子、�
中西　香織、長友　泉、守山　敏樹
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感染症1
座長：鎌野　寛（香川大学）

C1-1 鳥取大学におけるCOVID-19の理解度テストの結果と検討 ·····························P.43
鳥取大学保健管理センター

○�岩下　香代子、三島　香津子、浜本　扇代、平木　由布、松原　典子、栗田　絵理

C1-2 学生・教職員と保健従事者の相互負担軽減を目的とした 
COVID-19報告方法改善の取り組み ·································································P.43
近畿大学　メディカルサポートセンター１、近畿大学　メディカルサポートセンター　カウンセリング室２、�
近畿大学　東洋医学研究所３、近畿大学奈良病院　消化器外科４、近畿大学　医学部心療内科５

○�名古　美千代1）、池﨑　友紀1）、山岡　琴美1）、山本　みどり1）、今村　美知代1）、加藤　早月1）、�
杉本　幸恵1）、村上　華子1）、秋田　繁則1）、小池　優香1）、明石　尚夫１）、杉本　照信１）、�
岩森　秀樹１）、長田　道２）、甲斐　冴３）、肥田　仁一４）、小山　敦子５）、藤本　美香１）

C1-3 コロナ禍における医学部学生の健康状態、 
ライフスタイル及び学生支援体制 ·····································································P.43
島根大学保健管理センター

○�江副　智子、井上　和子、和田　葉子

C1-4 広島大学保健管理センターが行う新型コロナウイルス感染対策について ··········P.43
広島大学保健管理センター

○�宮内　俊介、日山　亨、吉田　真帆子、岡本　百合

C1-5 大学保健業務におけるCOVID-19迅速抗原検査キットの 
有用性に関する検討 ··························································································P.44
東京大学　保健・健康推進本部

○�久末　直子、坂本　愛子、柳元　伸太郎、八尾　厚史、診療スタッフ　一同
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感染症2
座長：三島　香津子（鳥取大学）

C2-1 東京大学保健センターにおける新型コロナウイルス感染症検査の 
実施について ·····································································································P.46
東京大学　保健・健康推進本部

○�久末　直子、春原　光宏、井上　有希子、八尾　厚史、立石　晶子、村野　陽子、柳元　伸太郎

C2-2 予防接種歴確認方法の検討 
－日本環境感染学会ワクチンガイドライン改定に伴って－ 
··························································································································P.46
立命館大学保健センター・診療所

○�簑原　文子、作田　恭子、石川　宜子、松永　奈央子、楠田　佐江子、片山　陽枝、鷲見　長久、�
八田　文裕子、中川　克、伊東　宏、

C2-3 新型コロナウイルスに対する東京大学の活動制限指針と 
保健センター受診者数の推移 ············································································P.46
東京大学保健・健康推進本部

○�春原　光宏、八尾　厚史、井上　有希子、高野　陽子、柳元　伸太郎

C2-4 本郷保健センターにおける発熱外来の開設と受診者数の推移 ···························P.46
東京大学保健・健康推進本部

○�高野　陽子、春原　光宏、八尾　厚史、村野　陽子、江本　範子、岡崎　佐智子

C2-5 立命館大学におけるCOVID-19対策 
―大学がどこまでコロナに立ち向かうか― ·······················································P.47
立命館大学保健センター・診療所

○�作田　恭子、簑原　文子、石川　宜子、松永　奈央子、楠田　佐江子、片山　陽枝、鷲見　長久、�
八田　文裕子、中川　克、伊東　宏
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感染症3
座長：守屋　達美（北里大学）

C3-3 若年女性への新型コロナワクチン接種後副反応の学業への影響 ························P.49
東京女子医科大学保健管理センター学生健康管理室１、東京女子医科大学保健管理センター２

○�横田　仁子1）、加藤　多津子2）

C3-4 COVID-19流行下の新しい集団ワクチン接種法（デリバリー型接種）の 
確立と実施 ········································································································P.49
慶應義塾大学保健管理センター

○�弦巻　美保、横山　裕一、澁谷　麻由美、松本　可愛、大山　晶子、広瀬　寛、森　正明

C3-1 医療系大学での医療従事者等対象新型コロナウイルス 
SARS-CoV-2ワクチン接種を担当して ······························································P.49
東京医科歯科大学保健管理センター

○�小松崎　恵子、櫻井　芳美、伊沼　敦子、横田　夏葉、久保　位可子、平井　伸英、�
田澤　立之

C3-2 Google formを用いた新型コロナウイルス感染症対策 ····································P.49
仙台大学健康管理センター

○�吉田　京、佐藤　実季、鈴木　輝彦、櫻井　雅浩、橋本　実
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感染症4
座長：伊藤　弘道（鳴門教育大学）

C4-1 神戸大学における新型コロナワクチン職域接種 
～全学一丸となって取り組んだ活動報告～ ·······················································P.51
神戸大学保健管理センター１、神戸大学医学研究科内科系講座病態情報学２

○�鹿野　伸子1）、井口　元三1,2）、藤平　和弘1）、高橋　健太郎1）、飛松　崇子1）、毛利　健太朗1,2）、�
足立　祥1）、楠田　康子1）、林原　礼子1）、近藤　泰子1）、大崎　絵里子1）、寺内　千春1）、�
有村　和代1）、菅尾　有紀子1）、山本　泰司1,2）

C4-2 東京大学における新型コロナウイルス抗体疫学研究の試み：抗体価の評価 ·······P.51
東京大学　保健・健康推進本部

○�濱田　健介、三谷　明久、堀江　武、杉本　真喜子、井上　有希子、柳元　伸太郎

C4-3 本学の医療系学部学生の流行性ウイルス感染症対策の変遷； 
抗体価測定の開始と終了 ···················································································P.51
慶應義塾大学保健管理センター

○�外山　千鈴、當仲　香、横山　裕一、森　正明

C4-4 コロナ禍における保健管理業務のWeb化に向けての取り組み ·························P.51
山口大学保健管理センター

○�藤勝　綾香、奥屋　茂、梅本　智子、森福　織江、中原　敦子、小林　久美、原田　有希子、�
波多野　弘美、住田　知子、片岡　眞穂、樋口　尚子、森本　宏志、山本　直樹

C4-5 広島大学におけるコロナワクチンの職域接種について ······································P.52
広島大学保健管理センター

○�杉原　美由紀、日山　亨、矢式　寿子、塩野　里恵、門田　千春、鶴田　恵美、大谷　恵子、�
山手　紫緒、宮内　俊介、吉田　真帆子、吉野　敦雄、三宅　典恵、岡本　百合
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一般研究発表

産業保健・その他
座長：江副　智子（島根大学）

D1-3 Covid-19禍における留学生メンタルケア支援の試み 
-GRIPS保健管理センターでの対応- ··································································P.54
政策研究大学院大学保健管理センター

○�田中　ゆり、片井　みゆき

D1-1 大学教職員における仕事満足度に関与する因子の検討 ······································P.54
静岡大学保健センター

○�野上　愛里子、内藤　有美、松本　百合子、石神　直子、菅　美代子、高山　佳子、太田　裕一、�
古橋　裕子、森　俊明、山本　裕之

D1-2 当大学病院におけるCOVID-19患者対応スタッフに対する 
メンタルヘルス支援体制について ·····································································P.54
岡山大学保健管理センター

○�大西　勝、兒山　志保美、岡部　伸幸、河原　宏子、宮道　力、成田　美香、岡　香織、�
黒木　清美、樋口　千草、岩﨑　良章 一
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一般研究発表

健康支援・その他
座長：田中　生雅（愛知教育大学）

E1-1 学生健康支援充実に向けて 
～COVID-19感染拡大下での保健管理センター業務～ ····································P.56
鳥取大学保健管理センター１、鳥取大学保健管理センター米子分室２

○�三島　香津子1）、岩下　香代子1）、浜本　扇代1）、平木　由布1）、松原　典子2）、栗田　絵理2）、�
妹尾　菫2）

E1-2 学生健康診断での心理検査による発見ツールの支援活用に： 
LSAS-Jに着目して ····························································································P.56
高知大学保健管理センター１、高知大学学生支援課２、高知大学学生総合支援センター３

○�井上　顕1）、上田　規人1）、北添　順三2）、武政　麻美2）、前田　薫2）、小島　郷子3）

E1-3 COVID-19拡大時における多岐にわたる大学保健業務と 
オンライン診療の導入 ·······················································································P.56
近畿大学メディカルサポートセンター１、KINDAIクリニック２、カウンセリング室３、�
近畿大学医学部産婦人科４、近畿大学奈良病院消化器外科５、近畿大学医学部心療内科６、�
近畿大学病院７

○�藤本　美香1,2）、池﨑　友紀1,2）、山本　みどり1,2）、名古　美千代1,2）、今村　美知代1,2）、�
山岡　琴美1,2）、加藤　早月1,2）、杉本　幸恵1,2）、村上　華子1,2）、秋田　繁則1）、小池　優香1）、�
明石　尚夫1）、杉本　照信1）、岩森　秀樹1）、長田　道1,3）、甲斐　冴1,4）、肥田　仁一1,5）、�
小山　敦子1,6）、東田　有智7）
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一般研究発表

ヘルシーキャンパス1
座長：永尾　幸（香川大学）

F1-1 自由記述式アンケートによる大学保健管理施設の利用調査　第2報 ·················P.58
千葉大学総合安全衛生管理機構１、産業技術総合研究所人工知能研究センター２

○�潤間　励子1）、川本　達郎2）、生稲　直美1）、北橋　美由紀1）、大渓　俊幸1）、今関　文夫1）、�
本村　陽一2）

F1-2 新型コロナウイルス感染予防対策に伴う身体活動量および 
健康に関連する体力の変化 ················································································P.58
青山学院大学　身体の技能領域

○�犬井　亮介、石川　叶絵、長尾　茉珠、田村　達也、田原　陽介、遠藤　俊典、安井　年文、�
小木曽　一之、宮崎　純一、井上　直子

F1-3 大学生における心電図QTc間隔と体格変化、運動時間の関係 ··························P.58
静岡大学保健センター

○�森　俊明、野上　愛里子、石神　直子、松本　百合子、菅　美代子、高山　佳子、内藤　有美、�
太田　裕一、古橋　裕子、山本　裕之

F1-4 大学間連携による健康増進の取り組み：ウォーキングチャレンジ ····················P.58
京都大学�環境安全保健機構�健康管理部門/附属健康科学センター１、立命館大学�保健センター２、�
同志社大学�生命医科学部３、龍谷大学短期大学部�社会福祉学科４、京都看護大学５、�
京都女子大学�健康管理センター６、ヘルシーキャンパス京都ネットワーク７

○�立山　由紀子1,7）、島本　大也1,7）、伊東　宏2,7）、市川　寛3,7）、須賀　英道4,7）、豊田　久美子5,7）、�
水野　恵6,7）、石見　拓1,7）

F1-5 オンラインによる短時間自重筋力トレーニングプログラムの実施報告··············P.59
京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター

○�島本　大也、石見　拓
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ヘルシーキャンパス2
座長：大西　勝（岡山大学）

F2-1 ヘルシーキャンパス宣言と大学での 
労働安全衛生マネジメントシステムに関する一考察 ·········································P.61
山口大学教育・学生支援機構保健管理センター安全衛生マネジメント部門

○�森本　宏志

F2-2 女子大学におけるウェルネス・センターの役割　第5報　 
Covid-19対策下での活動 ·················································································P.61
津田塾大学ウェルネス・センター

○�吉村　麻奈美、井上　則子、ソリドワール　マーヤ、吉川　教子、石井　ゆかり、高木　幸恵、
古賀　優子、鈴木　加奈子、大木　恵子

F2-3 健康教育で集団自律訓練法を取り入れる課題と効用 ·········································P.61
弘前大学保健管理センター

○�高橋　恵子、田名場　美雪、工藤　誓子、嘉山　恵子、佐藤　研

F2-4 Covid-19感染下における新入生オンライン交流会の報告 ································P.61
東京医科歯科大学　学生支援・保健管理機構１、東京医科歯科大学　学生・女性支援センター２、�
東京医科歯科大学　職員健康管理室３

○�吉田　薫1,2）、伊沼　敦子1,3）、平井　伸英1,2,3）
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メンタルヘルス・学生相談1
座長：布施　泰子（茨城大学）

G1-1 新型コロナウイルス感染症による大学生メンタルヘルスの経時的変化の検討 ···P.63
筑波大学医学医療系臨床精神医学域　精神医学１、筑波大学保健管理センター２

○�太田　深秀1,2）、白鳥　裕貴1,2）、袖山　紀子1,2）、寺門　恵美子2）、太刀川　弘和1,2）、坂本　透2）、�
新井　哲明1）

G1-2 発達障害を持つ大学生へのコロナ禍の影響についてータイプ別の検討ー ··········P.63
早稲田大学保健センター１、早稲田大学教育・総合科学学術院２

○�石井　映美1）、堀　正士1,2）

G1-3 コロナ禍の学生支援における利用者動向 
―Web相談受付フォーム導入後1年経過時の報告― ········································P.63
九州大学キャンパスライフ・健康支援センター

○�緒方　敦子、面高　有作、松田　優里奈、松尾　寿栄、佐藤　武、丸山　徹

G1-4 複数相談窓口の比較による学生生活の変化と学生相談の機能の検討 ·················P.63
筑波大学学生相談室

○�桶谷　雅人、杉江　征、慶野　遥香、田附　あえか、田中　崇恵

G1-5 非常時/新たな日常における教職員研修と学生支援をめぐる 
コミュニティ連働 ······························································································P.64
東京工業大学保健管理センター１、東京工業大学学生支援センター２、東京工業大学工学院３

○�齋藤　憲司1）、安宅　勝弘1）、道又　紀子2）、丸谷　俊之1）、高田　純1）、福岡　俊彦1）、三平　満司1,3）
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メンタルヘルス・学生相談2
座長：井崎　ゆみ子（徳島大学）

G2-1 COVID-19に伴う北海道大学精神衛生相談受診学生の経年的変化の検討 ·········P.66
北海道大学保健センター１、北海道大学大学院医学研究院精神医学教室２

○�石原　可愛1）、三井　信幸2）、藤井　泰1,2）、朝倉　聡1,2）、橋野　聡1）

G2-2 コロナ禍でのメンタルヘルス啓発活動と学生アンケート調査から見た課題 ·······P.66
広島大学保健管理センター

○�磯部　典子、黄　正国、高垣　耕企、野瀬　祥代、二本松　美里、岡本　百合

G2-3 UPIにおける大学生の回答への回避についての検討 ··········································P.66
神戸大学保健管理センター１、神戸大学大学院医学研究科病態情報学２

○�足立　祥1）、毛利　健太朗1,2）、飛松　崇子1）、高橋　健太郎1）、藤平　和弘1）、井口　元三1,2）、�
楠田　康子1）、林原　礼子1）、近藤　泰子1）、鹿野　伸子1）、大崎　絵里子1）、山本　泰司1,2）

G2-4 ホームページからみた国立大学学生相談機関における家族への 
相談案内の状況 ·································································································P.66
東京農工大学保健管理センター１、東京農工大学工学部有機材料化学科２

○�江上　奈美子1）、馬渕　麻由子1）、熊﨑　努1）、三宅　麻子1）、山中　美恵子1）、原田　賢治1）、�
臼井　博明2）
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一般研究発表

メンタルヘルス・学生相談3
座長：河野　美江（島根大学）

G3-1 コロナ禍における講義前の５分間瞑想が大学生に及ぼす 
心理効果についての研究 ···················································································P.68
奈良女子大学保健管理センター

○�安藤　明子、白水　倫生

G3-2 Microsoft Teams のチャット機能を利用した広報活動について ·····················P.68
静岡大学保健センター１、静岡大学学生支援センター２

○�太田　裕一1,2）、太田　祐子2）、田中　美砂子2）、鈴木　多恵子2）、生川　友恒2）、海野　智子2）、�
山本　裕之1）、内藤　有美1）、高山　佳子1）

G3-3 新型コロナウイルス感染拡大下での学生相談 
－2018, 2019, 2020データの分析－ ·····························································P.68
金沢大学保健管理センター

○�足立　由美、吉川　弘明、馬場　絢子、田上　芳美、森　真理、得永　美和、髙　智嘉子

G3-4 機械学習を活用したストレスチェックに基づく 
メンタルヘルス不調の予測モデル構築 ······························································P.68
神戸大学保健管理センター１、神戸大学医学研究科内科系講座病態情報学２

○�井口　元三1,2）、飛松　崇子1）、高橋　健太郎1）、藤平　和弘1）、足立　祥1）、毛利　健太朗1,2）、
楠田　康子1）、林原　礼子1）、近藤　泰子1）、山本　泰司1,2）

G3-5 継続相談に繋がった学生の支援過程から見える 
毎年「こころの健康調査」を行う意義 ································································P.69
北里大学健康管理センター

○�山田　裕子、守屋　達美
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メンタルヘルス・学生相談4
座長：井上　顕（高知大学）

G4-1 「こころの健康調査」からみた大学新入生の精神的健康状態について　第2報 ···P.71
山梨県立大学保健センター

○�比志　真美、林部　住会、永井　美江、武田　清、渡邉　裕子、坂本　玲子

G4-2 「こころの健康調査」からみた大学新入生の精神的健康状態について　第3報 ···P.71
山梨県立大学保健センター

○�比志　真美、林部　住会、永井　美江、武田　清、渡邉　裕子、坂本　玲子

G4-3 大学院における休学・退学・留年学生に関する調査第18報 
（2019年度集計結果） ························································································P.71
東京工業大学保健管理センター１、信州大学工学部２、九州大学キャンパスライフ・健康支援センター３

○�丸谷　俊之1）、安宅　勝弘1）、齋藤　憲司1）、高山　潤也2）、佐藤　武3）

G4-4 令和2年度(2020年度)死亡学生実態調査・自殺予防対策実施状況調査報告 
（速報版） ············································································································P.71
国立大学保健管理施設協議会メンタルヘルス委員会学部学生休退学調査研究班１、�
国立大学保健管理施設協議会メンタルヘルス委員会大学院学生休退学調査研究班２、�
茨城大学保健管理センター３、東京工業大学保健管理センター４、筑波大学保健管理センター５、�
北星学園大学文学部６、京都大学環境安全保健機構７、滋賀大学保健管理センター８、�
大阪大学キャンパスライフ健康支援センター９

○�布施　泰子1,3）、丸谷　俊之2,4）、太刀川　弘和5）、高橋　あすみ6）、石見　拓7）、山本　祐二8）、
守山　敏樹9）、安宅　勝弘2,4）

G4-5 大学における休学・退学・留年学生に関する調査第42報 
（2019年度分の集計結果から） ··········································································P.72
国立大学保健管理施設協議会メンタルヘルス委員会１、茨城大学保健管理センター２、�
九州大学キャンパスライフ・健康支援センター３、東京医科歯科大学保健管理センター４、秋田大学５

○�布施　泰子1,2）、梶谷　康介3）、平井　伸英4）、佐藤　武1,3）、苗村　育郎5）
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一般研究発表

メンタルヘルス・学生相談5
座長：渡邉　慶一郎（東京大学）

G5-1 コロナ禍における修学環境の変化が学生に及ぼす影響についての考察··············P.74
九州大学キャンパスライフ・健康支援センター

○�松田　優里奈、面高　有作、緒方　敦子、松尾　寿栄

G5-2 うつ病が併存する自閉スペクトラム症者の脳活動と 
治療的介入による効果の予備的研究 ··································································P.74
千葉大学総合安全衛生管理機構１、千葉大学子どものこころの発達教育研究センター２、�
千葉大学大学院人文科学研究院３、千葉大学大学院医学研究院認知行動生理学４

○�大渓　俊幸1,2）、大島　郁葉2）、若林　明雄3）、生稲　直美1）、吉田　智子1）、齊藤　朋子1）、�
高田　護1）、潤間　励子1）、清水　栄司4）、今関　文夫1）

G5-3 入学時のメンタルヘルス講義にみる学生の関心 
－2020年度と2021年度のデータからー ························································P.74
福井大学保健管理センター１、福井大学学生総合相談室２

○�栗田　智未1）、前川　伸晃2）

G5-4 医学部学生におけるメンタルヘルス不調と 
学業成績および進級との関連についての検討 ····················································P.74
浜松医科大学保健管理センター１、浜松医科大学医学部附属病院２

○�内藤　由美1）、榎本　紀之1）、浅井　大輔1）、亀野　陽亮2）、山末　英典1）
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一般研究発表

メンタルヘルス・学生相談6
座長：齋藤　憲司（東京工業大学）

G6-1 オンライン交流イベント「県大ほっとカフェ」活動報告 ····································P.76
山梨県立大学学務課１、山梨県立大学保健センター２

○�花原　遼1）、比志　真美2）

G6-2 2019年から2020年にかけて 
医療系大学保健管理センター内でみた心理相談推移 ·········································P.76
職員健康管理室１、学生支援・保健管理機構��保健管理センター２

○�久保　位可子1）、平井　伸英1,2）、田澤　立之1,2）、小松崎　恵子1）、櫻井　芳美1,2）、伊沼　敦子1,2）

G6-3 海外の大学におけるCOVID-19パンデミック下での学生支援 ··························P.76
東京大学保健・健康推進本部１、東京大学相談支援研究開発センター２

○�西野　晴子1）、正田　裕子1）、香月　菜々子1）、西村　文親1,2）、大島　紀人1,2）、柳元　伸太郎1）、
渡邉　慶一郎1,2）
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一般研究発表

メンタルヘルス・学生相談7
座長：福盛　英明（九州大学）

G7-1 COVID-19禍におけるカウンセリング対応形態と面接回数・連携 ···················P.78
東京工業大学保健管理センター

○�高田　純

G7-2 大学生の新型コロナウイルス感染症対策に関する意識と行動 ···························P.78
青山学院大学保健管理センター

○�松本　さゆり、稲垣　中、阿部　和子、大里　貴子、松本　由佳、数野　香苗、丸山　由衣、�
松廣　綾、塩澤　友規、小薗　康範、五味　愼太郎

G7-3 発達障害圏学生へのコロナ禍が及ぼす修学への影響 ·········································P.78
静岡大学保健センター

○�古橋　裕子、松本　百合子、石神　直子、野上　愛里子、菅　美代子、森　俊明、太田　裕一、�
山本　裕之

G7-4 対面授業に不安を抱える学生への教育的な配慮について ··································P.78
大阪大学キャンパスライフ健康支援センター

○�姫ヶ迫　由美、長友　泉、熊谷　一代、村井　教子、川村　淳子、梅野　有希、石井　康喜、�
山本　陵平、工藤　喬、守山　敏樹
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一般研究発表

メンタルヘルス・学生相談8
座長：杉江　征（筑波大学）

G8-2 学生相談面接における見立てとクライエントの変化： 
４つの事例研究のメタ分析を通して ··································································P.80
創価大学教育学部１、北海道大学学生相談総合センター２、�
広島市立大学国際学部・心と身体の相談センター３、東京都市大学共通教育部４、�
東京農工大学保健管理センター５、北海道教育大学大学院教育学研究科６

○�毛利　眞紀1）、藤岡　大輔2）、今江　秀和3）、髙橋　国法4）、馬渕　麻由子5）、江上　奈美子5）、
齋藤　暢一朗6）

G8-3 信州大学における自殺事例の分析 ·····································································P.80
信州大学総合健康安全センター１、信州大学学生相談センター２、信州大学学術研究院教育学系３

○�山﨑　勇1）、德永　まゆ子1）、金井　美保子1）、山岡　俊英1）、森光　晃子2）、山﨑　暁2）、�
高橋　徹1）、高橋　知音3）、森田　洋1）

G8-4 COVID-19と大学生のメンタルヘルス(４) 
―ストレスおよび生活習慣の経時的変化― ·······················································P.80
神戸医療福祉大学人間社会学部１、大阪人間科学大学心理学部２、兵庫教育大学保健管理センター３、�
兵庫教育大学大学院学校教育研究科４、兵庫県姫路子ども家庭センター５、�
大阪人間科学大学大学院人間科学研究科６、大阪人間科学大学人間科学部健康心理学科７

○�永浦　拡1）、藤田　益伸1）、堤　俊彦2）、野田　哲朗3,4）、浅尾　祐亮3）、松田　彩音5）、�
大西　怜香1）、中西　愛6）、冨美　司7）

G8-1 困り感を抱える学生に対しての集団を対象とした 
学生保健医療サービスに関する文献検討 ···························································P.80
和歌山大学保健センター１、和歌山大学障がい学生支援部門２、�
和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科３

○�西谷　崇1）、森　麻友子2）、岩谷　潤1）、林　佐智代1）、柳川　敏彦3）、山本　明弘3）、�
小河　健一1）
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一般研究発表

学生発表
座長：磯部　典子（広島大学）

H1-1 コロナ禍における大学生の食習慣変化と心理への影響について ························P.82
山梨県立大学保健センター

○�浮田　瞳、坂本　玲子

H1-2 自閉的特性とコミュニケーション能力・自尊感情との関係 
ー大学生の恋愛関係を通してー ·········································································P.82
山梨県立大学保健センター

○�大須賀　千尋、坂本　玲子

H1-3 新型コロナウイルス流行前後での大学生の考え方や生活の変化について ··········P.82
広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻１、広島大学大学院医系科学研究科　口腔生物工学２

○�立石　遥1）、笹原　妃佐子2）、二川　浩樹2）

H1-4 保健管理・学生健康管理クリニック受診学生の 
主訴、診断、転帰についての実態調査 ······························································P.82
東京女子医科大学医学部１、東京女子医科大学保健管理センター２

○�中村　樹慧1）、横田　仁子2）、加藤　多津子2）
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