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センター教職員研究業績
1．保健管理
１．保健管理センター教職員研究業績
１）
受賞
1）受賞
戸田 寛子
1）第50回全国大学保健管理研究集会一般研究発
表優秀演題賞
受賞理由：随時尿中ナトリウム測定を利用した減
塩指導の効果
受賞日：2012 年 10 月 18 日
共同研究者：齊藤郁夫，河邊博史，久根木康子，
佐藤幸美子

２） 著書・翻訳書・論文・学会発表
2）著書・翻訳書・論文・学会発表
a）
著書
a）著書
河邊 博史
1）河邊博史：症状とその病態生理，腎疾患患者
にみられる症状，おもな疾患．新看護学 11/成人
看護 [3]（第 13 版）
．医学書院，8-10,13-18,
51-64：2013
齊藤郁夫
1）齊藤郁夫：高血圧の診断法と総合的心血管病
リスク評価法の費用対効果，臨床高血圧ワークブ
ック，医薬ジャーナル社，96-100：2012
井ノ口

美香子

1）井ノ口美香子他：肥満，メタボリックシンド
ローム， 小児科 診断・治療指針，中山書店，
363-368：2012
2）蜂屋瑠見，井ノ口美香子，他： 2 型糖尿病.小
児科 診断・治療指針．中山書店,360-363：2012
藤井 香
1) 南里清一郎，藤井香，他：子ども期の区分変
わる健康観・健康意識および健康状態 身体の発
育・発達 疾病および体調不良の子どもへの対応．
子どもの食と栄養～健康なからだとこころを育
む小児栄養学～．診断と治療社，2-6,56-69,8486,92-93,119-122,125-126,140-141,156-158,
202-215：2012
2）南里清一郎，藤井香，他： "脂質代謝系に作
用する成分～メタボとの関係カテキン グルコマ
ンナン ダイズ（大豆） チャ（茶） ドコサヘキ
サエン酸（DHA） ビタミン A（レチノール） ビタ
ミン C（アスコルビン酸） 共役リノール酸 カル
ニチン．" 機能性食品の作用と安全性百科．丸善
出版，345-357：2012
3）南里清一郎，藤井香，他： 小児の成長に必要

なエネルギー・栄養素と欠乏しやすい栄養素．小
児科診断・治療指針． 中山書店， 126-131：2012
4）南里清一郎，藤井香，他： インフルエンザの
出席停止基準・期間と学級閉鎖の判断はどのよう
にすべきですか？．インフルエンザ診療ガイド
2012-13．日本医事新報社， 139-142：2012

b）
論文
b）論文
河邊

博史

1）松本可愛，河邊博史，他： 5 年間の体重変化
とメタボリックシンドローム関連因子との関連．
Campus Health，49（1）
：204-206，2012
2）久根木康子，河邊博史，他： 大学生の特殊健
康診断の現況． Campus Health，49（1）
：152-154，
2012
3）河邊博史：明日に生かす健康診断‐腎機能（検
尿を含む）
．診断と治療， 100 （5）
：763-767，2012
4）Kawabe H, et al：Variability of home
blood pressure measurements between first and
second measurements on one occasion, and
factors related to variability ． Clin Exp
Hypertens，34（4）：237-242，2012
5）Hirose H, Kawabe H, et al：Usefulness of
measuring serum high-molecular-weight
adiponectin level by recently-developed
chemiluminescence enzyme immunoassay in
health check-up．Ningen Dock，26（6）
：951-957，
2012
6）Morizane R, Kawabe H, et al：MPO-ANCA
associated crescentic glomerulonephritis with
numerous immune complexes： case report．BMC
Nephrology，13：32-37，2012
7）広瀬寛，河邊博史，他： 非糖尿病男性におけ
る 6 年間の縦断研究で血清高分子量アディポネク
チン濃度低値は耐糖能悪化の予知因子となりう
る． 人間ドック， 27（3）
： 585-590,2012
8）河邊博史，他：家庭血圧測定における一機会 1
回目から 2 回目への血圧変化とその変化に関与す
る因子の検討． 慶應保健研究，30（1）：15-19，
2012
9）齊藤郁夫，河邊博史，他： 学生の慶應義塾診
療所および外部医療機関の受診状況－1995 年か
ら 2010 年の推移－．慶應保健研究，30（1）
：1-13，
2012
10） 横山裕一，河邊博史，他：臍周囲径による腹
囲測定の妥当性と有用性．慶應保健研究，30 (1）
：
33-42，2012
11） 広瀬寛，河邊博史，他：特定健康診査・特定
保健指導の概要と当施設での実績の検討．慶應保
健研究，30（1）：43-49,2012
12） 久根木康子，河邊博史，他：大学生の特殊健
康診断の現況と今後の課題．慶應保健研究，30
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(1）
：73-78，2012
13） 松本可愛，河邊博史，他：5 年間の体重変化
が血圧，血糖，脂質異常に及ぼす影響について．
慶應保健研究，30（1）：83-90，2012
14） 合田味穂，河邊博史，他：慶應義塾湘南藤沢
中高等部における帰国生のスクールカウンセリ
ング利用状況（2006～2010 年度）．慶應保健研究，
30（1）
：91-94，2012

齊藤郁夫
1）Saito I，et al：Olmesartan medoxomil and
azelnidipine thrapy in patients with
hypertension and chronic kidney disease in
Japan，J Nephrol，25（5）
：699-708，2012
2）Saito I，et al： Rationale，study design，
baseline chracteristics and blood pressure at
16 weeks in the HONEST study，Hypertens Res，
36（2）
： 177-182，2013
3）Kawabe H，Saito I，et al：Variability of home
blood pressure measurements between first and
second measurements on one occasion，and
factors related to variability，Clin Exp
Hypertens，34（4）：237-242，2012
4）Kageyama，S，Saito I，et al：Optimal
combination of effective antihypertensives
(OCEAN）study： a prospective，randomized，
open-label，blinded endpoint trial-rationale，
design and results of a pilot study in Japan，
Hypertens Res，35（2）
： 221-227，2012
5）Hirose H， Saito I，et al：Usefulness of
measuring serum high-molecular-weight
adiponectin level by recently-developed
chemiluminescence enzyme immunoassay in
health check-up，Ningen Dock，26（6）
：951957，2012
6）齊藤郁夫：配合薬の医療経済効果，Medicinal，
2（6）：43-46，2012
7）齊藤郁夫：治療抵抗性高血圧への対処：服薬
アドヒアランスの評価と改善，循環器内科，72
(5）
：497-501，2012
8）齊藤郁夫：服薬アドヒアランス， カレントテ
ラピー， 30（12）
：96，2012
9）齊藤郁夫：高血圧の成因と治療の研究を振り
返って， 慶應保健研究， 30（1）
： 1-6，2012
10） 齊藤郁夫：高血圧者の食塩摂取量，1990 年と
2011 年の比較， 慶應保健研究， 30（1）
： 7-10，
2012
11） 齊藤郁夫： 学生の慶應義塾診療所および外
部医療機関の受診状況－1995 年から 2010 年の推
移， 慶應保健研究， 30（1）
： 11-14，2012
12） 河邊博史，齊藤郁夫，他：家庭血圧測定にお
ける一機会 1 回目から 2 回目への血圧変化とその
変化に関与する因子の検討，慶應保健研究 30

(1)：15-20，2012
13） 横山裕一，齊藤郁夫，他：臍周囲径による腹
囲測定の妥当性と有用性，慶應保健研究 30（1）：
33-42，2012
14） 広瀬寛，齊藤郁夫，他：特定健康診査・特定
保健指導の概要と当施設での実績の検討，慶應保
健研究，30（1）：43-50，2012
15） 久根木康子，齊藤郁夫，他：大学生の特殊健
康診断の現況と今後の課題，慶應保健研究，30
(1）
：73-78，2012
16） 松本可愛，齊藤郁夫，他：5 年間の体重変化
が血圧，体重，脂質異常に及ぼす影響について，
慶應保健研究，30（1）：79-82，2012
17） 清奈帆美，齊藤郁夫，他： 大学生に求めら
れる BLS-basic life support 講習についてー各
国での BLS 教育事情を踏まえて， 慶應保健研究，
30（1）
： 95-99，2012
德村

光昭

1） Tokumura M.，et al：Convalescent resting
tachycardia predicts unfavorable outcome of
anorexia nervosa．Pediatr Int，54（6）
：844-848，
2012
2）德村光昭：学校生活管理指導表（2011 年度改
訂版）の理解と使い方．小児科臨床，65（4）
：579
-587，2012
3）德村光昭：学校健康診断における運動器検診：
整形外科を専門としない学校医による実践. 小児
保健研究， 71（3）
：350-353，2012
4）德村光昭：学校健康診断における運動器検診
の実践. 慶應保健研究. 30（1）
：21-25，2012
5）川合志緒子，德村光昭，他： インフルエンザ
ワクチン接種と学校内流行―小学校における 25
年間の継続調査. インフルエンザ，13（2）
：119123，2012
6）井ノ口美香子，德村光昭，他： 学校健診にお
ける男子中学生の腹囲測定の意義 第 4 報：ベー
スラインの BMI の違いによる BMI 変化量と腹囲・
腹囲身長比変化量の関係. 慶應保健研究，30（1）：
57-60，2012
7）康井洋介，德村光昭，他： 小中学生の気管支
喘息有症率. 慶應保健研究， 30（1）
：65-68，2012
8）池田麻莉，德村光昭，他： 中学生における不
健康やせの現状と対策. 慶應保健研究，30（1）：
69-72，2012
9）木村奈々，德村光昭，他： 中学 1 年生に対す
る第 3 期麻疹予防接種の計画的接種勧奨. 慶應保
健研究， 30（1）
：79-82，2012
10） 合田味穂，德村光昭，他：慶應義塾湘南藤沢
中高等部における帰国生のスクールカウンセリ
ング利用状況（2006～2010 年度）．慶應保健研究，
30（1）
：91-94，2012
11） 清奈帆美，德村光昭，他：大学生に求められ
る BLS-basic life support 講習についての検討：
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各国での BLS 教育事情を踏まえて.慶應保健研究，
30（1）
：95-99，2012
辻岡 三南子
1）齊藤郁夫，辻岡三南子，他： 学生の慶應義塾
診療所および外部医療機関の受診状況－1995 年
から 2010 年の推移－．慶應保健研究，30（1）
：
11-14，2012
2）合田味穂，辻岡三南子，他： 慶應義塾湘南藤
沢中高等部における帰国生のスク－ルカウンセ
リング利用状況（2006～2010 年度）
． 慶應保健研
究， 30（1）
：91-94，2012
3）清奈帆美，辻岡三南子，他： 大学生に求めら
れる BLS-basic life support 講習についての検
討－各国でのＢＬＳ教育事情をふまえて－．慶應
保健研究， 30（1）
：95-99，2012
4）藤井香，辻岡三南子，他： 健康診断システム
の開発と評価 1－セキュリティとキャンパス内複
数システムとの情報共有化－．Campus Health，
50（1）
：印刷中， 2013
5）齋藤圭美，辻岡三南子，他： 健康診断システ
ムの開発と評価 2－健康診断デ－タの単年度管理
と経年評価－． Campus Health，50（1）
：印刷中，
2013
和井内

由充子

1) 和井内由充子：大学教職員の心臓検診の現状．
慶應保健研究， 30（1）
：27-32，2012
横山 裕一
1） Teraani T， Yokoyama H et al：A highcholesterol diet exacerbates liver fibrosis in
mice via accumulation of free cholesterol in
hepatic stellate cells.Gastroenterology，142：
152-164，2012
2）横山裕一，他：臍周囲径による腹囲測定の妥
当性と有用性． 慶應保健研究， 30：33-42，2012
3）河邊博史，横山裕一，他： 家庭血圧測定にお
ける一機会 1 回目から 2 回目への血圧変化とその
変化に関与する因子の検討．慶應保健研究，30：
15-20，2012
広瀬

寛

1）河邊博史，広瀬寛，他： 家庭血圧測定におけ
る一機会 1 回目から 2 回目への血圧変化とその変
化に関与する因子の検討． 慶應保健研究，30（1）
： 15-19，2012
2） 広瀬寛，他：解説：特定健康診査・特定保健
指導の概要と当施設での実績の検討．慶應保健研
究， 30（1）
： 43-49，2012
3）久根木康子，広瀬寛，他： 大学生の特殊健康

診断の現況と今後の課題．慶應保健研究，30（1）
：
73-79，2012
4）松本可愛，広瀬寛，他：5 年間の体重変化が血
圧，血糖，脂質異常に及ぼす影響について．慶應
保健研究， 30（1）
： 83-90，2012
5）広瀬寛，他：非糖尿病男性における 6 年間の
縦断研究で血清高分子量アディポネクチン濃度
低値は耐糖能悪化の予知因子となりうる．人間ド
ック， 27（3）
： 585-590，2012
6）Kawabe H，Hirose H，et al：Variability of
home blood pressure measurements between first
and second measurements on one occasion，and
factors related to variability．Clin. Exp.
Hypertens，34（4）：237-242，2012
7）Imamura M，Hirose H，et al： A single
nucleotide polymorphism in ANK1 is associated
with susceptibility to type 2 diabetes in
Japanese populations. Hum. Mol. Genet，1（13）
：3042-3049，2012
8）Fukuda H，Hirose H，et al： A single
nucleotide polymorphism within DUSP9 is
associated with susceptibility to type 2
diabetes in a Japanese population. PLOS One，
7（9）：e46263，2012
9）Imamura M，Hirose H，et al： A eplication
study for the association of rs391300 in SRR
and rs17584499 in PTPRD with susceptibility to
type 2 diabetes in the Japanese． J.Diabetes
Invest，in press，2013
10） Saxena R，Hirose H，et al： Genome-wide
association study identifies a novel locus
contributing to type 2 diabetes susceptibility
in Sikhs of Punjabi origin from India．Diabetes，
E-pub，2013
11） 広瀬寛： 糖尿病の予防－境界型とメタボリ
ックシンドローム． ドクターサロン，57（3）
：217
-222，2013
森木

隆典

1）Yamaguchi Y，Moriki T，et al： Effects of
Verify Now P2Y12 test and CYP2C19*2 testing on
clinical outcomes of patients with
cardiovascular disease： A systematic review
and meta-analysis. Platelets，2012
2）Igari A， Moriki T，et al：Identification
of epitopes on ADAMTS13 recognized by a panel
of monoclonal antibodies with functional or
non-functional effects on catalytic
activity.Thromb Res，130： e79-83， 2012
2) 合田 味穂，森木 隆典，他：慶應義塾湘南藤沢
中高等部における帰国生のスクールカウンセリ
ング利用状況（2006～2010 年度）．慶應保健研究，
30 （1）
：91-94，2012
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西村 由貴
1）西村由貴：大学における学生・教職員の保健
管理． 第 50 回 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研究会， 42-44，2012
2）西村由貴：大学生のメンタルヘルス：東日本
大震災の前後比較． 第 50 回 公益社団法人 全国
大学保健管理協会， 47107，2012
3）西村由貴：災害とメンタルヘルス：保健管理
センターの役割と課題．慶應保健研究，30（1）：
51-56，2012
井ノ口

美香子

1）井ノ口美香子，他：成長曲線を正しく使おう
－身長・体重・頭囲・座高・腹囲・伸展陰茎長・
精巣容積・BMI－. 小児科診療， 75（3）
：353-361，
2012
2）井ノ口美香子，他：副腎不全（副腎機能低下
症）. 小児科臨床， 65（4）
： 734-738，2012
3）井ノ口美香子，他：体重増加不良・体重減少.
日本医師会雑誌， 141（特別 1）： S73-S74，2012
4）井ノ口美香子，他：学校健診における男子中
学生の腹囲測定の意義 第 4 報－ベースラインの
BMI の違いによる BMI 変化量と腹囲・腹囲身長比
変化量の関係－. 慶應保健研究，30（1）
：57-60，
2012
5）井ノ口美香子，他：小児の肥満症. 診断と治
療， 100（11）：1897-1900，2012
6）井ノ口美香子，他：Klinefelter 症候群.
小児内科， 44（増刊）
：126-127，2012
7）児玉浩子，井ノ口美香子，他： 特殊ミルク・
経腸栄養剤使用時のピットホール．日本小児科学
会雑誌， 116（4）
：637-654，2012
8）川合志緒子，井ノ口美香子，他： インフルエ
ンザワクチン接種と学校内流行―小学校におけ
る 25 年間の継続調査. インフルエンザ，13（2）：
119-123，2012
9）康井洋介，井ノ口美香子，他： 小中学生の気
管支喘息有病率. 慶應保健研究， 30（1）
：65-68，
2012
10） 池田麻莉，井ノ口美香子，他：中学生におけ
る不健康やせの現状と対策. 慶應保健研究，30
(1）
： 69-72，2012
11） 木村奈々，井ノ口美香子，他：中学 1 年生に
対する第 3 期麻疹予防接種の計画的摂取勧奨. 慶
應保健研究， 30（1）
： 79-82，2012
12） 合田味穂，井ノ口美香子，他：慶應義塾湘南
藤沢中高等部における帰国生のスクールカウン
セリング利用状況（2006～2010 年度）
． 慶應保健
研究， 30（1）
： 91-94，2012
神田

武志

1）Kanda T， 他： The ACE2/Ang（1-7）/Mas

receptor axis in cardiovascular and renal
diseases. Nihon Rinsho，70（9）：1487-1491，
2012
2）Kawabe H，Kanda T，他：Variability of home
blood pressure measurements between first and
second measurements on one occasion， and
factors related to variability. Clin Exp
Hypertens，34（4）：237-242，2012
田中

祐子

1）井ノ口美香子，田中祐子，他： 学校健診にお
ける男子中学生の腹囲測定の意義 第 4 報：ベー
スラインの BMI の違いによる BMI 変化量と腹囲・
腹囲身長比変化量の関係．慶應保健研究，30（1）
：
57-60，2012
2）康井洋介，田中祐子，他： 小中学生の気管支
喘息有症率． 慶應保健研究， 30（1）
： 65-68，
2012
3）池田麻莉，田中祐子，他： 中学生における不
健康やせの現状と対策．慶應保健研究，30（1）：
69-72，2012
4）木村奈々，田中祐子，他： 中学 1 年生に対す
る第 3 期麻疹予防接種の計画的接種勧奨．慶應保
健研究， 30（1）
： 79-82，2012
5）合田味穂，田中祐子，他： 慶應義塾湘南藤沢
中高等部における帰国性のスクールカウンセリ
ング利用状況（2006～2010 年度）．慶應保健研究，
30（1）
： 91-94，2012
康井

洋介

1）康井洋介，他：小中学生の気管支喘息有症率．
慶應保健研究， 30（1）
： 65-68，2012
2）井ノ口美香子，康井洋介，他： 学校健診にお
ける男子中学生の腹囲測定の意義 第 4 報：ベー
スラインの BMI の違いによる BMI 変化量と腹囲・
腹囲身長比変化量の関係．慶應保健研究，30（1）
：
57-60，2012
3）池田麻莉，康井洋介，他： 中学生における不
健康やせの現状と対策．慶應保健研究，30（1）：
69-72，2012
4）木村奈々，康井洋介，他： 中学 1 年生に対す
る第 3 期麻疹予防接種の計画的接種勧奨．慶應保
健研究， 30（1）
： 79-82，2012
5）合田味穂，康井洋介，他： 慶應義塾湘南藤沢
中高等部における帰国性のスクールカウンセリ
ング利用状況（2006～2010 年度）．慶應保健研究，
30（1）
： 91-94，2012
池田

麻莉

1）池田麻莉，他：中学生における不健康やせの
現状と対策． 慶應保健研究，30（1）
：69-72，2012
2）井ノ口美香子， 池田麻莉，他： 学校健診に
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おける男子中学生の腹囲測定の意義 第 4 報：ベ
ースラインの BMI の違いによる BMI 変化量と腹
囲・腹囲身長比変化量の関係．慶應保健研究，30
(1）
：57-60，2012
3）康井洋介， 池田麻莉，他：小中学生の気管支
喘息有症率． 慶應保健研究， 30（1）
： 65-68，
2012
4）木村奈々，池田麻莉，他： 中学 1 年生に対す
る第 3 期麻疹予防接種の計画的接種勧奨．慶應保
健研究， 30（1）
：79-82，2012
5）合田味穂， 池田麻莉，他：慶應義塾湘南藤沢
中高等部における帰国生のスクールカウンセリ
ング利用状況（2006～2010 年度）．慶應保健研究，
30（1）
：91-94，2012
藤井 香

外山

千鈴

1）康井洋介，外山千鈴，他： 小中学生の気管支
喘息有症率.慶應保健研究，30（1）
：65-68，2012
室屋

恵子

1）康井洋介，室屋恵子，他： 小中学生の気管支
喘息有症率. 慶應保健研究， 30（1）
： 65-68，
2012
2）池田麻莉，室屋恵子，他： 中学生における不
健康やせの現状と対策. 慶應保健研究，30（1）：
69-72，2012
3）合田味穂，室屋恵子，他： 慶應義塾湘南藤沢
中高等部における帰国性のスクールカウンセリ
ング利用状況（2006～2010 年度）．慶應保健研究，
30（1）
： 91-94，2012
4）清奈帆美，室屋恵子，他： 大学生に求められ
る BLS-basic life support 講習会についての検
討-各国での BLS 教育事情を踏まえて-. 慶應保健
研究， 30（1）
： 95-99，2012

1）齋藤圭美，藤井香，他： 健康診断システムの
開発と評価 1－セキュリティとキャンパス内複数
システムとの情報共有化－．Campus Health，50
(1）
：印刷中，2013
2）齋藤圭美，藤井香，他： 健康診断システムの
開発と評価 2－健康診断データの単年度管理と経
年評価－． Campus Health，50（1）
：印刷中，2013
3）清奈帆美，藤井香，他： 大学生に求められる
BLS-basic life support 講習についての検討－各
国での BLS 教育事情をふまえて－．
慶應保健研究，
30（1）
：95-99，2012
4）合田味穂，藤井香，他： 慶應義塾湘南藤沢中
高等部における帰国生のスクールカウンセリン
グ利用状況（2006～2010 年）．慶應保健研究，30
(1）
：91-94，2012
5）松本可愛，藤井香，他： 5 年間の体重変化が
血圧，血糖，脂質異常に及ぼす影響について．慶
應保健研究， 30（1）
：83-90，2012
6）久根木康子，藤井香，他： 大学生の特殊健康
診断の現況と今後の課題．慶應保健研究，30（1）
：73-78，2012

1）合田味穂，他：慶應義塾湘南藤沢中高等部に
おける帰国性のスクールカウンセリング利用状
況（2006～2010 年度）
．慶應保健研究， 30（1）
：
91-94，2012
2）康井洋介，合田味穂，他： 小中学生の気管支
喘息有症率． 慶應保健研究， 30（1）
： 65-68，
2012
3）池田麻莉，合田味穂，他： 中学生における不
健康やせの現状と対策．慶應保健研究，30（1）：
69-72，2012
4）清奈帆美，合田味穂，他： 大学生に求められ
る BLS-basic life support 講習会についての検
討-各国での BLS 教育事情を踏まえて-. 慶應保健
研究， 30（1）
： 95-99，2012

木村

高橋

奈々

1）康井洋介，木村奈々，他：小中学生の気管支
喘息有症率. 慶應保健研究，30（1）： 65-68，
2012
2）木村奈々，他：中学 1 年生に対する第 3 期麻
疹予防接種の計画的接種勧奨.慶應保健研究，30
(1）
：79-82，2012

合田

綾

1）清奈帆美，高橋綾，他： 大学生に求められる
BLS-basic life support 講習についての検討-各
国での BLS 教育事情を踏まえて-. 慶應保健研究，
30（1）
： 95-99，2012

清
松本

味穂

奈帆美

可愛

1）松本可愛，他：5 年間の体重変化が血圧，血糖，
脂質異常に及ぼす影響について． 慶應保健研究，
30（1）
：83-90，2012

1）清奈帆美，他： 大 学 生 に 求 め ら れ る BLSbasic life support 講習についての検討-各国で
の BLS 教育事情を踏まえて-. 慶應保健研究．30
(1）
：95-99，2012
2）合田味穂，清奈帆美，他： 慶應義塾湘南藤沢
中高等部における帰国生のスクールカウンセリ
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ング利用状況（2006～2010 年度）．慶應保健研究，
30（1）
： 91-94，2012
今野はつみ
1）康井洋介，今野はつみ，他：小中学生の気管
支喘息有症率．慶應保健研究，30（1）
：65-68，
2012
2）池田麻莉，今野はつみ，他：中学生における
不健康やせの現状と対策. 慶應保健研究，30（1）：
69-72，2012

c）
学会発表
c ）学会発表
河邊 博史
1）森正明，河邊博史，他： 発行診断書の書式に
見る医療施設におけるツベルクリン反応検査の
現況とその影響 第 109 回日本内科学会講演会
2012
2）広瀬寛，河邊博史，他： 血清アディポネクチ
ン低値は非糖尿病男性において耐糖能悪化の予
知因子となり得る 第 55 回日本糖尿病学会
2012
3）H Hirose， H Kawabe， et al：Measurement of
serum high-molecular-weight（HMW）
adiponectin level using recently-developed
chemiluminescence enzyme immunoassay （CLEIA）
at health check-up 15th International
Congress of Endocrinology 2012
4）藤井香，河邊博史，他： 中高年におけるドラ
イアイと QOL の関係
第 12 回日本抗加齢医学会
総会 2012
5）藤井香，河邊博史，他： 高齢者におけるドラ
イアイと QOL の関係
第 12 回日本抗加齢医学会
総会 2012
6）河邊博史：家庭血圧測定に関する基礎的検討
第 14 回時間循環血圧研究会 2012
7）広瀬寛，河邊博史，他： 健 康 診 断 に お け る
CLEIA 法で測定した高分子量アディポネクチン濃
度測定の有用性 第 44 回日本動脈硬化学会総
会・学術集会 2012
8）河邊博史：大学における学生・教職員の保健
管理‐血圧管理 第 50 回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研究集会 2012
9）広瀬寛，河邊博史，他： 血清高分子量アディ
ポネクチン濃度低値は、非糖尿病男性における 6
年間の縦断研究で耐糖能悪化の予知因子となり
うる 第 53 回 日 本 人 間 ド ッ グ 学 会 学 術 大 会
2012
10） 広瀬寛，河邊博史，他：健康診断における
CLEIA 法で測定した血清高分子量アディポネクチ
ン濃度の有用性：メタボリックシンドロームなど

との関連 第 53 回日本人間ドッグ学会学術大会
2012
11） 河邊博史： BNP を用いた心疾患スクリーニン
グ‐人間ドック・健康診断への導入効果と今後へ
の期待‐ 第 53 回日本人間ドッグ学会学術大会
2012
12） 広瀬寛，河邊博史，他： テルミサルタン
80mg/HCTZ12.5mg 錠に変更した際の血圧や各種代
謝指標に及ぼす影響
第 35 回日本高血圧学会総
会 2012
13） Kawabe H， et al：Appropriate number of home
blood pressure measurements on one occasion
from the perspective of blood pressure
variability 24th Meeting of the International
Society of Hypertension 2012
14） Hirose H， Kawabe H， et al： Effects of
changing treatment to telmisartan 80mg/HCTZ
12.5mg on blood pressure and various metabolic
parameters in male hypertensive subjects 24th
Meeting of the International Society of
Hypertension 2012
15） 藤井香，河邊博史，他：健康診断システムの
開発と評価 1 第 50 回全国大学保健管理研究集会
2012
16） 齋藤圭美，河邊博史，他：健康診断システム
の開発と評価 2 第 50 回全国大学保健管理研究集
会 2012
17） 戸田寛子，河邊博史，他： 随時尿中ナトリ
ウム測定を利用した減塩指導の効果 第 50 回全
国大学保健管理研究集会 2012
18） 西村由貴，河邊博史，他： 大学生のメンタ
ルヘルス：東日本大震災の前後比較 第 50 回全
国大学保健管理研究集会 2012
19） 藤井香，河邊博史，他：ドライアイ患者にお
ける健康関連 QOL 第 66 回 日 本 臨 床 眼 科 学 会
2012
20） 山岸あや，河邊博史，他：高校生男子におけ
る睡眠と運動習慣との関連 第 59 回日本学校保健
学会 2012
21） 広瀬寛，河邊博史，他：CLEIA 法による血清
高分子量アディポネクチン濃度測定の有用性－
HOMA-IR や高感度 CRP も含めて－ 日本総合健診
医学会第 41 回大会 2013
22） 藤井香，河邊博史，他：老年期の自覚的ドラ
イアイと QOL 第 37 回日本角膜学会総会 2013

森

正明

1）森正明，他：発行診断書の書式に見る医療施
設におけるツベルクリン反応検査の現況とその
影響 第 109 回日本内科学会講演会 2012
2）森正明：成人百日咳への対応 第 50 回全国
大学保健管理協会関東甲信越地方部会研究集会
2012
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齊藤 郁夫
1）Saito I，et al：HONEST（Home blood pressure
measurement with Olmesartan Naïve patients to
Establish Standard Target blood pressure）
Study. Rationale，design，and baseline
characteristics．24th Meeting of the
International Society of Hypertension. 2012
2）Kawabe H，Saito I，et al：Appropriate number
of home blood pressure measurements on one
occasion from the perspective of blood
pressure variability
24th Meeting of the
International Society of Hypertension. 2012
3）Hirose H，Saito I，et al：Effects of
switching to telmisartan 80 mg/HCTZ 12.5 mg
tablet on blood pressure and various metabolic
parameters in male hypertensive subjects 24th
Meeting of the International Society of
Hypertension. 2012
4）Nakaya H， Saito I， et al：Cost-Effectiveness
Analysis of amlodipine/atorvastatin
single-pill therapy for patients with
hypertension and hyperlipidemia. 24th
Meeting of the International Society of
Hypertension. 2012
5）Hirose H，Saito I，et al：Measurement of serum
high-molecular-weight（HMW） adiponectin level
using recently-developed
chemiluminescence enzyme immunoassay（CLEIA）
at health check-up. 15th International and
14th European Congress of Endocrinology. 2012
6）齊藤郁夫，他：アンジオテンシン II 受容体拮
抗薬/カルシウム拮抗薬配合剤の降圧効果、降圧
目標到達速度及び安全性 第 35 回日本高血圧学会
総会 2012
7）齊藤郁夫：降圧療法における配合剤の意義と
将来像 第 35 回日本高血圧学会総会 2012
8）苅尾七臣，齊藤郁夫，他： アンジオテンシン
II 受容体拮抗薬オルメサルタンによる早朝と就
寝前の家庭血圧の平均と差への効果の検討 第
35 回日本高血圧学会総会 2012
9）久代登志男，齊藤郁夫，他： 単剤または２剤
併用からアンジオテンシン II 受容体拮抗薬/カル
シウム拮抗薬配合剤への切り替えへの有用性
第 35 回日本高血圧学会総会 2012
10） 広 瀬 寛 ， 齊 藤 郁 夫 ， 他 ： テ ル ミ サ ル タ ン
80mg/HCTZ12.5mg 錠に変更した際の血圧や各種代
謝指標に及ぼす影響
第 35 回日本高血圧学会総
会 2012
11） 齊藤郁夫： 日 本 の 大 学 に お け る 保 健 管 理
第 50 回全国大学保健管理協会研究集会 2012
12） 戸田寛子，齊藤郁夫，他：随時尿中ナトリウ
ム測定を利用した減塩指導の効果 第 50 回全国
大学保健管理協会研究集会 2012
13） 藤井香，齊藤郁夫，他：健康診断システムの

開発と評価 I 第 50 回全国大学保健管理協会研究
集会 2012
14） 齋藤圭美，齊藤郁夫，他： 健康診断システ
ムの開発と評価 I 第 50 回全国大学保健管理協会
研究集会 2012
15） 齊藤郁夫：福澤諭吉と健康管理 第 50 回全
国大学保健管理協会関東甲信越地方部会 2012
德村

光昭

1）德村光昭：パネルディスカッション：学校健
診における運動器検診の実施に向けて－学校医
の立場から考える：小児科学校医による運動器検
診の実践 第 23 回日本臨床スポーツ医学会学術
集会 2012
2）德村光昭，他：学校健康診断における運動器
検診：整形外科を専門としない学校医による実践
第 59 回日本学校保健学会 2012
3）康井洋介，德村光昭，他： 小中学生の気管支
喘息有症率と学校生活中の喘息発作発症の経年
変化の検討 第 49 回日本小児アレルギー学会
2012
4）康井洋介，德村光昭，他： 小中学校における
小児気管支喘息発作による保健室来室状況 第
59 回日本学校保健学会 2012
5） 外山千鈴，德村光昭，他： 母乳栄養と幼児
期の BMI の推移 第 9 回 日本 小児 栄養 研究 会
2012
辻岡

三南子

1）森正明，辻岡三南子，他： 発行診断書の書式
に見る医療施設におけるツベルクリン反応検査
の現況とその影響 第 109 回日本内科学会講演
会 2012
2）藤井香，辻岡三南子，他： 成人期～壮年期に
おけるドライアイと QOL の関係 第 12 回日本抗
加齢医学会総会 2012
3）藤井香，辻岡三南子，他： 老年期におけるド
ライアイと QOL の関係－自宅生活者，養護老人ホ
ーム入居者の調査から－ 第 12 回日本抗加齢医
学会総会 2012
4）藤井香，辻岡三南子，他： 健康診断システム
の開発と評価 1 －セキュリティとキャンパス内
複数システムとの情報共有化－ 第 50 回全国大
学保健管理研究集会
2012
5）齋藤圭美，辻岡三南子，他： 健康診断システ
ムの開発と評価 2 －健康診断データの単年度管
理と経年評価－ 第 50 回全国大学保健管理研究
集会 2012
6） 辻岡三南子：スポーツ医学
第 50 回全国
大学保健管理協会関東甲信越地方部会研究集会
2012
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和井内

由充子

1）和井内由充子：大学における学生・教職員の
保健管理－6）循環器疾患管理 第 50 回公益社団
法人全国大学保健管理協会関東甲信越地方部会
研究集会 2012
横山 裕一
1）横山裕一：ネーブルコード：Reference Interval
に基づく臍周囲経からのメッセージ 第 50 回公
益社団法人全国大学保健管理協会関東甲信越地
方部会研究集会 2012
2）横山裕一：臍周囲径による腹囲測定の妥当性
と有用性の検討 第 40 回日本総合健診医学会
2012
広瀬 寛
1）森正明，広瀬寛，他： 発行診断書の書式に見
る医療施設におけるツベルクリン反応検査の現
況とその影響 第 109 回日本内科学会 2012
2）Hirose H，et al： Measurement of serum
high-molecular-weight （HMW） adiponectin
level using recently-developed
chemiluminescence enzyme immunoassay（CLEIA）
in health check-up 15th International Congress
of Endocrinology 2012
3）黒澤秀章，広瀬寛，他： DPP-IV 阻 害 薬
Sitagliptin の 6 ヶ月投与の効果 第 55 回日本糖
尿病学会 2012
4）広瀬寛，他：血清高分子量アディポネクチン
濃度低値は非糖尿病男性において耐糖能悪化の
予知因子となり得る 第 55 回日本糖尿病学会
2012
5）今村美菜子，広瀬寛，他： Imputation に基づ
くゲノムワイド関連解析による 2 型糖尿病疾患感
受性遺伝子領域の同定 第 55 回日本糖尿病学会
2012
6）Hirose H，et al：Low serum highmolecular-weight adiponectin levelpredicts
worsening of glucose tolerance in non-diabetic
Japanese men 72th Annual Meeting of the
American Diabetes Association 2012
7）Imamura M,Hirose H，et al：Replication study
for the association of DUSP9 locus and 6 South
Asian GWAS derived loci with susceptibility to
type 2 diabetes in a Japanese population 72th
Annual Meeting of the American Diabetes
Association 2012
8）広瀬寛，他：健康診断における CLEIA 法で測
定した血清高分子量（HMW）アディポネクチン濃
度の有用性：動脈硬化症の予防をめざして 第 44
回日本動脈硬化学会 2012
9）広瀬寛：シンポジウム：特定健康診査 第
50 回全国大学保健管理研究集会 関東甲信越地方

部会 2012
10） Hirose H，et al：Usefulness of measuring
serum high-molecular-weight （HMW）adiponectin
level by recently-developed chemiluminescence
enzyme immunoassay（CLEIA）in health check-up
64th Fujihara Seminar（International Symposium
on Adiponectin Biology and Medicine） 2012
11） 広瀬寛，他： CLEIA 法で測定した血清高分
子量アディポネクチン濃度の有用性：メタボリッ
クシンドロームなどとの関連 第 53 回日本人間ド
ック学会 2012
12） 広瀬寛，他： 血清高分子量アディポネクチ
ン濃度低値は、非糖尿病男性における 6 年間の縦
断研究で耐糖能悪化の予知因子となりうる 第
53 回日本人間ドック学会 2012
13） 広瀬寛，他： テ ル ミ サ ル タ ン 80mg/HCTZ
12.5mg 錠に変更した際の血圧や各種代謝指標に
及ぼす影響 第 35 回日本高血圧学会 2012
14） Kawabe H，Hirose H，et al： Appropriate
number of home blood pressure measurements on
one occasion from the perspective of blood
pressure variability 24th Scientific
Meeting of the International Society of
Hypertension 2012
15） Hirose H， et al：Effects of switching to
telmisartan 80mg/HCTZ 12.5mg tablet on
blood pressure and various metabolic
parameters in male hypertensive subjects 24th
Scientific Meeting of the International
Society of Hypertension 2012
16） 広瀬寛，他： 特定保健指導の概要と当施設
での実績 Hiyoshi Research Portfolio 2012
2012
17） 広瀬寛，他： CLEIA 法による血清高分子量
アディポネクチン濃度測定の有用性： HOMA-IR や
高感度 CRP も含めて 第 42 回日本総合健診医学
会 2013
森木

隆典

1）Yamaguchi Y， Moriki T，et al：
Characterization of a novel microchip
flow-chamber system for the analysis of
platelet thrombus formation using whole blood
samples from healthy subjects The American
Society of Hematology ， the 53th ASH Annual
Meeting and Exposition 2012
2）山口 雄亮， 森木 隆典， 他： 新規血流下血
栓形成能解析装置 T-TAS と各種血小板機能検査の
関連について 第 59 回日本臨床検査医学会学術
集会 2012
3）齋藤 圭美， 森木 隆典， 他： 健康診断シス
テムの開発と評価（2）第 58 回日本学校保健学会
2012
4）藤井 香，森木 隆典，他： 健康診断システム
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の開発と評価（1）第 58 回日本学校保健学会 2012
5）猪狩 敦子， 森木 隆典， 他： ADAMTS13 機能
ドメインを特異的に認識する自己抗体の定量測
定系に関する検討 第 34 回日本血栓止血学会学
術集会 2012
6）山口 雄亮， 森木 隆典， 他： 新規に開発さ
れたマイクロチップ型血流下血栓形成能解析装
置 T-TAS の検討 第 34 回日本血栓止血学会学術
集会 2012
7）森 正明， 森木 隆典， 他： 発行診断書の書
式に見る医療施設におけるツベルクリン反応検
査の現況とその影響
第 109 回日本内科学会講
演会 2012
西村

由貴

1）西村由貴：大学における学生・教職員の保健
管理 第 50 回 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研究会 2012
2）西村由貴：大学生のメンタルヘルス：東日本
大震災の前後比較 第 50 回 公益社団法人全国
大学保健管理研究集会
2012
3）西村由貴：サイコパシーチェックリスト ワー
クショップ 第 16 回 PCL-R Workshop 2012
4）西村由貴：サイコパシーチェックリスト ワー
クショップ 第 17 回 PCL-R Workshop 2013
井ノ口

美香子

1）井ノ口美香子，他：男子中高生の体型変化に
関する検証－2003-2010 年度高校卒業生における
やせ傾向－ 第 46 回日本小児内分泌学会 2012
2）井ノ口美香子，他：中高生の体型変化の男女
差に関する検証 －2003-2010 年度高校卒業生に
おけるやせ傾向－ 第 23 回日本成長学会 2012
3）井ノ口美香子，他：小児の成長・発育とスポ
ーツ 第 23 回日本臨床スポーツ医学会学術集会
2012
4）外山千鈴，井ノ口美香子，他： 母乳栄養と幼
児期の BMI の推移 第 9 回日本小児栄養研究会
2012
5）康井洋介，井ノ口美香子，他：小中学生の気
管支喘息有症率と学校生活中の喘息発作発症の
経年変化の検討 第 49 回小児アレルギー学会
2012
6）諏訪内亜由子，井ノ口美香子，他：Sotos 症候
群の体格変化－縦断的観察をし得た 1 例－第 46
回日本小児内分泌学会 2012
7）德村光昭，井ノ口美香子，他： 学校健康診断
における運動器検診：整形外科を専門としない学
校医による実践
第 59 回日本学校保健学会
2012
8）康井洋介，井ノ口美香子，他： 小中学校にお
ける小児気管支喘息発作による保健室来室状況
第 60 回日本学校保健学会 2012

神田

武志

1）水口斉，神田武志，他： 腎性インスリン抵抗
性症候群の CKD 進行に及ぼす影響 第 55 回日本
腎臓学会学術総会 2012
2）徳山博文，神田武志，他： 肥満関連腎症の病
態生理における脂肪腎臓連関の重要性 第 55 回
日本腎臓学会学術総会 2012
3）徳山博文，神田武志，他： 肥満関連腎症にお
ける脂肪腎臓連関の病態生理における解明 第
35 回日本高血圧学会総会 2012
4）水口斉，神田武志，他： 腎性インスリン抵抗
性症候群と腎障害 第 35 回日本高血圧学会総会
2012
5）広瀬寛，神田武志，他： テ ル ミ サ ル タ ン
80mg/HCTZ 12.5mg 錠に変更した際の血圧や各種代
謝指標に及ぼす影響
第 35 回日本高血圧学会総
会 2012
田中

祐子

1）康井洋介，田中祐子，他： 小中学生の気管支
喘息有症率と学校生活中の喘息発作発症の経年
変化の検討 第 49 回日本小児アレルギー学会
2012
2）德村光昭，田中祐子，他： 学校健康診断にお
ける運動器検診：整形外科を専門としない学校医
による実践 第 59 回日本学校保健学会 2012
3）康井洋介，田中祐子，他： 小中学校における
小児気管支喘息発作による保健室来室状況 第
59 回日本学校保健学会 2012
康井

洋介

1）康井洋介，他：小中学生の気管支喘息有症率
と学校生活中の喘息発作発症の経年変化の検討
第 49 回日本小児アレルギー学会 2012
2）康井洋介，他：小中学校における小児気管支
喘息発作による保健室来室状況 第 59 回日本学校
保健学会 2012
3）德村光昭，康井洋介，他： 学校健康診断にお
ける運動器検診：整形外科を専門としない学校医
による実践 第 59 回日本学校保健学会 2012
池田

麻莉

1）Mari Ikeda，et al： Child-rearing Support
to the Mother-child Relationship Disturbance
by Taking Narrative History of the Abused
Mother The 8th congress of Asian Society of
Pediatric Research 2012
2）康井洋介，池田麻莉，他： 小中学生の気管支
喘息有症率と学校生活中の喘息発作発症の経年
変化の検討 第 49 回日本小児アレルギー学会
2012
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3）康井洋介，池田麻莉，他： 小中学校における
小児気管支喘息発作による保健室来室状況 第
59 回日本学校保健学会 2012
4）德村光昭，池田麻莉，他： 学校健康診断にお
ける運動器検診：整形外科を専門としない学校医
による実践 第 59 回日本学校保健学会 2012

システムとの情報共有化－ 第 50 回全国大学保健
管理研究集会 2012
戸田 寛子
1）戸田寛子，他： 随時尿中ナトリウム測定を利
用した減塩指導の効果
第 50 回全国大学保健管
理研究集会 2012

藤井 香
外山
1）藤井香，他：成人期～壮年期におけるドライ
アイと QOL の関係 第 12 回日本抗加齢医学会総
会 2012
2）藤井香，他：老年期におけるドライアイと QOL
の関係－自宅生活者，養護老人ホーム入居者の調
査から－ 第 12 回日本抗加齢医学会総会 2012
3）藤井香，他：ドライアイ患者における健康関
連 QOL 第 66 回日本臨床眼科学会
2012
4）藤井香，他：健康診断システムの開発と評価 1
－セキュリティとキャンパス内複数システムと
の情報共有化－ 第 50 回全国大学保健管理研究
集会 2012
5）齋藤圭美，藤井香，他： 健康診断システムの
開発と評価 2－健康診断データの単年度管理と経
年評価－ 第 50 回全国大学保健管理研究集会
2012
6）藤井香，他：老年期において「日常的によく
笑う者」の Health-Related Quality of Life 第
77 回日本民族衛生学会総会 2012
7）藤井香，他：まめぼん SFC Open Research
Forum 2012 2012
8 ） 藤 井 香 ， 他 ： What do you teach smoking
children? SFC Open Research Forum 2012 2012
9）森川富昭，藤井香，他： ICT を活用した健康
管理 －Personal Health Record- SFC Open
Research Forum 2012 2012
10） 藤井香，他： 老年期の自覚的ドライアイと
QOL 角膜カンファランス 2013 第 37 回日本角膜
学会総会/第 29 回日本角膜移植学会 2013
木村

奈々

1）德村光昭，木村奈々，他： 学校健康診断にお
ける運動器検診：整形外科を専門としない学校医
による実践 第 59 回日本学校保健学会 2012
2）康井洋介，木村奈々，他： 小中学校における
小児気管支喘息発作による保健室来室状況 第
59 回日本学校保健学会 2012

千鈴

1）外山千鈴，他：母乳栄養と幼児期の BMI の推
移 第 9 回日本小児栄養研究会 2012
2）康井洋介，外山千鈴，他： 小中学校における
小児気管支喘息発作による保健室来室状況 第
59 回日本学校保健学会 2012
室屋

恵子

1）德村光昭，室屋恵子，他： 学校健康診断にお
ける運動器検診：整形外科を専門としない学校医
による実践 第 59 回日本学校保健学会 2012
2）康井洋介，室屋恵子，他： 小中学校における
小児気管支喘息発作による保健室来室状況 第
59 回日本学校保健学会 2012
3）藤井香，室屋恵子，他： まめぼん SFC Open
Research Forum 2012
4）藤井香，室屋恵子，他：What do you teach
smoking children? SFC Open Research Forum
2012
合田

味穂

1）康井洋介，合田味穂，他： 小中学校における
小児気管支喘息発作による保健室来室状況 第
59 回日本学校保健学会 2012
2）藤井香，合田味穂，他： まめぼん SFC Open
Research Forum 2012
3）藤井香，合田味穂，他：What do you teach
smoking children? SFC Open Research Forum
2012
高橋

綾

1）藤井香，高橋綾，他： まめぼん SFC Open
Research Forum 2012
2）藤井香，高橋綾，他： What do you teach
smoking children? SFC Open Research Forum
2012

齋藤 圭美
清
1）齋藤圭美，他：健康診断システムの開発と評
価 2－健康診断データの単年度管理と経年評価－
第 50 回全国大学保健管理研究集会 2012
2）藤井香，齋藤圭美，他： 健康診断システムの
開発と評価 1－セキュリティとキャンパス内複数

奈帆美

1）藤井香，清奈帆美，他： 中高年におけるドラ
イアイと QOL の関係 第 12 回日本抗加齢医学会
総会 2012
2） 藤井香，清奈帆美，他： 高齢者におけるド
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ライアイと QOL の関係 第 12 回日本抗加齢医学
会総会 2012
3）藤井香，清奈帆美，他： ドライアイ患者にお
ける健康関連 QOL 第 66 回 日 本 臨 床 眼 科 学 会
2012
4） 藤井香，清奈帆美，他： まめぼん SFC
Open Research Forum 2012
5）藤井香，清奈帆美，他： What do you teach
smoking children? SFC Open Research Forum
2012
山岸 あや
1）山岸あや，他：高校生男子における睡眠と運
動習慣との関連について 第 59 回学校保健学会
2012
今野はつみ
1）德村光昭，今野はつみ，他：学校健康診断に
おける運動器検診：整形外科を専門としない学校
医による実践 第 59 回日本学校保健学会 2012
2）康井洋介，今野はつみ，他： 小中学校におけ
る小児気管支喘息発作による保健室来室状況
第 59 回日本学校保健学会 2012
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