慶應義塾大学保健管理センター年報（2014）

1.１．保健管理センター教職員研究業績
保健管理センター教職員研究業績
(1)

受賞

小坂

桃子

井ノ口 美香子

1) 第52回全国大学保健管理研究集会優秀演題賞
受賞理由：学生のための特殊健康診断による薬剤
性肝障害の発見について
受賞日：2014年9月4日
共同研究者：河邊博史，森正明，広瀬寛，森木隆
典，横山裕一，和井内由充子，西村知泰，武田彩
乃，當仲香，高橋綾，池田知穂，清水憲吾

西村

由貴

1) 西村由貴:精神と健康．改訂・保健衛生．慶應
義塾大学出版会，193-217，2014
広瀬 寛
1) 広瀬寛:肥満とやせ＜成人＞/糖尿病/脂質異常
症（高脂血症）＜成人＞．改訂・保健衛生．慶應
義塾大学出版会，85-91，134-138，139-143，2014

(2) 著書・翻訳書・論文・学会発表
ア 著書
河邊

1) 井ノ口美香子:肥満とやせ＜小児＞/脂質異常
症（高脂血症）＜小児＞．改訂・保健衛生．慶應
義塾大学出版会，91-95，143-146，2014

博史
森木

1）河邊博史（監修）
：ぐうたらでもコレステロー
ルがグングン下がる 55 の方法．主婦の友社，2014
2) 河邊博史，他：生活習慣病と動脈硬化/高血圧
/痛風および高尿酸血症．改訂・保健衛生．慶應
義塾大学出版会，111‐117，118‐122，147‐149，
2014
3) 河邊博史：地方部会から－関東甲信越地方部
会の現状と将来．創立 50 周年記念特集号．公益
社団法人全国大学保健管理協会，105‐107，2014
4) 河邊博史：保健衛生の学び方．学習のすすめ．
慶應義塾大学出版会，160‐166，2014
5) 河邊博史，他：高血圧が自分で治せる 101 の
ワザ．主婦の友インフォス情報社，34‐39，2014
6) 河邊博史，他：ライフステージ・タイプ別の
高血圧の治療・管理 若年高血圧．最新臨床高血
圧学-高血圧治療の最前線-．日本臨牀社，423-426，
2014
7) 河邊博史，他：腎臓の機能/尿の異常/浮腫/脱
水/循環器系の異常/血液の異常/尿毒症/その他
の症状/腎不全と慢性腎臓病/腎血管性病変/尿細
管機能異常/妊娠高血圧症候群．系統看護学講座
成人看護学 8 腎・泌尿器．医学書院，26‐28，
40‐45，49‐60，64，116‐126，146‐153，2015

隆典

1) 森木隆典：遺伝と疾病/免疫/エイズ/血液のが
ん/貧血．改訂・保健衛生．慶應義塾大学出版会，
9-14，22-24，42-45，81-83，179-181，2014
横山

裕一

1) 横山裕一：ウイルス性肝炎/消化器のがん/飲
酒/消化器の疾患．改訂・保健衛生．慶應義塾大
学出版会，51-57，65-70，101-105，163-178，2014
和井内 由充子
1) 和井内由充子：心疾患＜成人＞．改訂・保健
衛生．慶應義塾大学出版会，123-125，2014
神田

武志

1) 德村光昭：身体活動・運動/熱中症/心疾患＜
小児＞/心臓突然死と一次救命処置．改訂・保健
衛生．慶應義塾大学出版会，106-107，108-110，
125-127，128-130，2014

1) 神田武志：前立腺がん/腎尿路疾患/骨粗鬆症．
改訂・保健衛生．慶應義塾大学出版会，78-80，
150-153，154-159，2014
2) 神田武志，他：血圧サーカディアンリズム心・
脳血管障害．日本臨牀．日本臨床社，1435-1439，
2014
3) 神田武志，他：血管内皮細胞機能障害．最新
肥満症学．日本臨床社，320-323，2014
4) 河邊博史，神田武志，他：ライフステージ・
タイプ別の高血圧の治療・管理 若年高血圧．最
新臨床高血圧学-高血圧治療の最前線-．日本臨床
社，423-426，2014

森

西村

德村

光昭

正明

1) 森正明：食中毒/喫煙/ロコモティブシンドロ
ーム/呼吸器疾患．改訂・保健衛生．慶應義塾大
学出版会，58-63，96-100，159-162，182-186，
2014

知泰

1) 西村知泰：呼吸器感染症/肺がん．改訂・保健
衛生．慶應義塾大学出版会，33-41，71-74，2014

─ 127 ─

武田

彩乃

1) 武田彩乃：HPV 感染症/乳がん/脳血管疾患/不
妊症．改訂・保健衛生．慶應義塾大学出版会，46-50，
75-77，131-133，187-191，2014
康井

洋介

1) 康井洋介：感染と発病/予防接種．改訂・保健
衛生．慶應義塾大学出版会，15-21，25-29，2014
2) 康井洋介：食物アレルギー対応のためのシス
テム構築．心と体の健康．健学社，14-17，2015
當仲

香

1) 當仲香，南里清一郎，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 改訂第 2 版 健康なからだとこ
ころを育む小児栄養学．診断と治療社，2014
2) 南里清一郎，當仲香，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
2014-15．日本医事新報社，186-190：2014

イ
河邊

論文
博史

1) 神田武志，河邊博史，他：血圧サーカディア
ンリズムが障害される病態とその機序．心・脳血
管障害．日本臨牀，72(8)：1435‐1439，2014
2) 河邊博史：白衣高血圧・仮面高血圧・夜間高
血圧の診断と対応．ドクターサロン，58(5)：57
‐61，2014
3) 河邊博史：総説‐高校から大学への血圧管理
の問題点と対策．慶應保健研究，32(1)：7‐13，
2014
4) 横山裕一，河邊博史，他：免疫の記憶を考慮
した B 型肝炎ウイルスに対するワクチン接種管理
体制の確立．Campus Health，51(1)：225，2014
5) 高山昌子，河邊博史，他：当大学における B
型肝炎ワクチン基礎接種無反応者の管理体制．
Campus Health，51(1)：224，2014
6) 中川克，河邊博史，他：アジア某国から受け
入れた留学生の集団結核発症に関する報告．
Campus Health，51(1)：231‐233，2014
7) 松本可愛，河邊博史，他：感染症管理システ
ムの開発と評価 1‐病院職員，医療系学部の結核
管理．Campus Health，51(1)：351‐352，2014
8) 藤井香，河邊博史，他：感染症管理システム
の開発と評価 2‐病院職員，医療系学部のウイル
ス感染症管理‐．Campus Health，51(1)：353‐
354，2014

9) 山本眞由美，河邊博史，他：全国大学保健管
理協会（JUHA）と米国大学保健管理協会（ACHA）
の交流経過報告．Campus Health，51(1)：584‐
586，2014
10) 高山昌子，河邊博史，他：B 型肝炎ワクチン
基礎接種不反応者に対する本邦の従来法による
追加接種の転帰の検討．Campus Health，51(2)：
81‐86，2014
11) 澁谷麻由美，河邊博史，他：学生健康診断に
おける尿糖陽性者への対応の検討．Campus Health，
51(1)：285‐287，2014
12) 神田武志，河邊博史，他：骨検診における QUS
法（定量的超音波法）の有用性の検討．Campus
Health，51(1)：321‐322，2014
13) Tounaka K,Kawabe H，et al：Dry eye disease
is associated with deterioration of mental
health in male Japanese university staff．
Tohoku J Exp Med，233(3)：215‐220，2014
14) 高橋綾，河邊博史，他：医療系学部学生にお
ける臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27‐32，2014
15) 広瀬寛，河邊博史，他：ロスバスタチン 5mg/
日投与時の各種代謝指標に及ぼす影響．慶應保健
研究，32(1)：43‐47，2014
16) 室屋恵子，河邊博史，他：当大学教職員にお
ける特定保健指導対象者の経過－2008～2012 年
特定健康診査の結果から－．慶應保健研究，
32(1)：65‐70，2014
17) 澁谷麻由美，河邊博史，他：大学生健康診断
における尿糖陽性者への対応の検討．慶應保健研
究，32(1)：71‐74，2014
18) 池田知穂，河邊博史，他：職場巡視による動
物実験教室周辺の環境改善事例．慶應保健研究，
32(1)：75‐81，2014
19) 横山裕一，河邊博史，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（1）
‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体検査の意義‐．慶
應保健研究，32(1)：83‐86，2014
20) 横山裕一，河邊博史，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）
‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
21) 横山裕一，河邊博史，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
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22) 神田武志，河邊博史，他：小児・若年者の肥
満と高血圧の管理．血圧，22(1)：32‐36，2015
23) 小坂桃子，河邊博史，他：学生のための特殊
健康診断の有用性について．Campus Health，
52(1)：100，2015
24) 武田彩乃，河邊博史，他：教職員健康診断に
おける前立腺特異抗原検査の現状．Campus Health，
52(1)：145－147，2015
25) 當仲香，河邊博史，他：当大学教職員を対象
とした特定保健指導群，未指導群における 3 年後
の経過．Campus Health，52(1)：162－164，2015
26) 高橋綾，河邊博史，他：当大学医療学部系新
入生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管
理法における医療経済効果の検討．Campus Health，
52(1)：228-230，2015
27) 西村知泰，河邊博史，他：医療系学部の臨床
実習前結核感染診断におけるインターフェロン
γ遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015
28) 横山裕一，河邊博史，他：非アルコール性脂
肪肝線維化指数の教職員健診への組み入れ．
Campus Health，52(1)：288－290，2015
29) 西村由貴，河邊博史，他：職場のメンタルヘ
ルス・スクリーニングの現状と発展．Campus
Health，52(1)：307-308，2015
30) 當仲香，河邊博史，他：学生健康診断情報の
結果閲覧と書類発行～100％結果返却を目指す取
り組み～．Campus Health，52(1)：434-436，2015
31) 池田知穂，河邊博史，他：職場巡視による動
物実験教室周辺の環境改善事例．Campus Health，
52（１）：446-448，2015
德村

光昭

1) 德村光昭，他：中学校健康診断において行う
運動器検診の方法に関する検討．慶應保健研究，
32(1)：33-38，2014
2) 井ノ口美香子，德村光昭，他：都市部中学生
女子の食事調査：食事バランスおよび食品構成に
関する検討．慶應保健研究，32(1): 49-53，2014
3) 康井洋介，德村光昭，他：中学校における食
物アレルギーの現状と対応のためのシステム構
築．慶應保健研究，32(1): 55-59，2014
4) 外山千鈴，德村光昭，他：小学１年生の風疹
抗体保有状況の変化（2001～2012 年度）
．慶應保
健研究，32(1): 61-64，2014
森

正明

1) 高山昌子，森正明，他：B 型肝炎ワクチン基礎
接種不反応者に対する本邦の従来法による追加
接種の転帰の検討．Campus Health，51(2)：81-86，
2014
2) 西村知泰，森 正明，他：結核菌．診断と治
療，102(6)：822-826，2014

3) 高橋綾，森正明，他：医療系学部学生におけ
る臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27-32，2014
4) 澁谷麻由美，森正明，他：大学生健康診断に
おける尿糖陽性者への対応の検討．慶應保健研究，
32(1)：71-74，2014
5)横山裕一，森正明，他：医療系学部生に対する
B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：米
国疾病管理予防センター（the Center for Disease
Control and Prevention; CDC）の指針およびの
提言および医療経済を鑑みた新しい管理法の確
立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体検査の意
義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，2014
6) 横山裕一，森正明，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）
‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
7) 横山裕一，森正明，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
8) 西村知泰，森正明:インターフェロンγ遊離試
験を用いた結核感染対策．慶應保健研究，32(1)：
113-117，2014
9) 小坂桃子，森正明，他：学生のための特殊健
康診断の有用性について．Campus Health，52(1)：
100，2015
10) 武田彩乃，森正明，他：教職員健康診断にお
ける前立腺特異抗原検査の現状．Campus Health，
52(1)：145－147，2015
11) 高橋綾，森正明，他：当大学医療学部系新入
生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管理
法における医療経済効果の検討．Campus Health，
52(1)：228-230，2015
12) 西村知泰，森正明，他：医療系学部の臨床実
習前結核感染診断におけるインターフェロンγ
遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015
井ノ口 美香子
1) Inokuchi M，et al：Trends in thin body stature
among Japanese male adolescents, 2003-2012.
Ann Hum Biol，41(3)：277-281，2014
2) Inokuchi M，et al：Trends in thin body stature
among Japanese female adolescents, 2003-2012.
Ann Hum Biol，Nov 3：1-5 [Epub ahead of print]，
2014
3) Mitsui T， Inokuchi M，et al：Comprehensi
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ve next-generation sequencing analyses of h
ypoparathyroidism: identification of novel
GCM2 mutations. J Clin Endocrinol Metab，99
(11)：E2421-2428，2014
4) Anzo M， Inokuchi M，et al：Waist circumf
erence centiles by age and sex for Japanese
children based on the 1978-1981 cross-sect
ional national survey data. Ann Hum Biol，42
(1)：56-61，2015
5) Ishii T，Inokuchi M，et al：A cross-sectional
growth reference and chart of stretched penile
length for Japanese boys aged 0-7 years. Horm
Res Paediatr，82(6)：388-393，2014
6) 井ノ口美香子：朝食欠食と肥満．臨床栄養 別
冊 JCN セレクト，9：38-41，2014
7) 井ノ口美香子：やせ、肥満、栄養素欠乏の疫
学的動向．小児内科，46(8）：1019-1023，2014
8) 井ノ口美香子：子どもの食事とやせ．小児科
臨床，67(12)：2443-2447，2014
9) 井ノ口美香子，他：都市部中学生女子の食事
調査―食事バランスおよび食品構成に関する検
討―．慶應保健研究，32(1)：49-53，2014
10) 井ノ口美香子：軽症肥満と軽症やせ．ホルモ
ンと臨床，59(10）：901-906，2011
11) 井ノ口美香子：肥満．ホルモンと臨床，
60(9)：703-709，2012
12) 井ノ口美香子，他：小児肥満症に対する集学
的治療．ホルモンと臨床，61(2)：177-182，2013
13) 德村光昭，井ノ口美香子，他：中学校健康診
断において行う運動器検診の方法に関する検討．
慶應保健研究，32(1)：33-38，2014
14) 康井洋介，井ノ口美香子，他：中学校におけ
る食物アレルギーの現状と対応のためのシステ
ム構築．慶應保健研究，32(1)：55-59，2014
15) 外山千鈴，井ノ口美香子，他：小学 1 年生の
風疹抗体保有状況の変化（2001～2012 年度）
．慶
應保健研究，32(1)：61-64，2014
西村

由貴

1) 西村由貴：Why Do You Males Attack Schools?
Seven Discipline Leaders Shre Their Perspec
tives．Violence and Gender，2326-7836：13，2
014
2) 西村由貴：青少年の薬物乱用の現状と防止教
育の必要性．慶應保健研究，32(1)：15-19，2014
3) 西村由貴，他：職場のメンタルヘルス・スク
リーニングの現状と発展．Campus Health，52
(1)：307-308，2015
広瀬

寛

1) Hirose H：High-molecular-weight adiponect
in and Ningen Dock: useful biomarker of met
abolic syndrome and related disorders (Revi

ew)．Ningen Dock International，1(1)：7-15，
2014
2) 高橋綾，広瀬寛，他：医療系学部生における
臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，32(1)：
27-32，2014
3) 広瀬寛，他：ロスバスタチン 5mg/日投与時の
各種代謝指標に及ぼす影響．慶應保健研究，
32(1)：43-47，2014
4) 澁谷麻由美，広瀬寛，他：大学生健康診断に
おける尿糖陽性者への対応の検討．慶應保健研究，
32(1)：71-74，2014
5) 横山裕一，広瀬寛，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米 国 疾 病 管 理 予 防 セ ン タ ー （ the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
検査の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，
2014
6) 横山裕一，広瀬寛，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
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ease Control and Prevention; CDC）の指針およ
び医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）‐
免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，32(1)：
87‐93，2014
7) 横山裕一，広瀬寛，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米国疾病管理予防センター（the Center for Dis
ease Control and Prevention; CDC）の指針およ
び医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）‐
基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，32
(1)：95‐100，2014
8) 河邊博史，広瀬寛，他：ライフステージ・タ
イプ別の高血圧の治療・管理：若年高血圧．日本
臨床，72(増刊号 6)：423-426，2014
9) 武田彩乃，広瀬寛，他：教職員健康診断にお
ける前立腺特異抗原検査の現状．Campus Health，
52(1)：145－147，2015
10) 小坂桃子，広瀬寛，他：学生のための特殊健
康診断の有用性について．Campus Health，52(1)：
100，2015
11) 横山裕一，広瀬寛，他：非アルコール性脂肪
肝線維化指数の教職員健診への組み入れ．Campus
Health，52(1)：288－290，2015
森木

隆典

1) 横山裕一，森木隆典，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
検査の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，
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2) 横山裕一，森木隆典，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
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Disease Control and Prevention; CDC）の指針
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Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
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52(1)：100，2015
6) 高橋綾，森木隆典，他：当大学医療学部系新
入生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管
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52(1)：228-230，2015
横山

裕一

1) 高山昌子，横山裕一，他：B 型肝炎ワクチン基
礎接種不反応者に対する本邦の従来法による追
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2) 横山裕一，他：医療系学部生に対する B 型肝
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7) Suzuku S, Yokoyama H, et al：Prevalence a
nd characteristics of headaches in a social
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3(7)：683-689，2014
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with non-comatose autoimmune acute liver fa
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erol accumulation in hepatic stellate cell
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理法における医療経済効果の検討．Campus Health，
52(1)：228-230，2015
12) 武田彩乃，横山裕一，他：教職員健康診断に
おける前立腺特異抗原検査の現状．Campus Health，
52(1)：145－147，2015
13) 小坂桃子，横山裕一，他：学生のための特殊
健康診断の有用性について．Campus Health，
52(1)：100，2015
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和井内 由充子
1) 和井内由充子：大学生，大学教職員の健康診
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應保健研究，32(1)：39-42，2014
2) 小坂桃子，和井内由充子，他：学生のための
特殊健康診断の有用性について．Campus Health，
52(1)：100，2015
神田

武志

1) Hosoya K, Kanda T, et al：Insulin resistance
in chronic kidney disease is ameliorated by
spironolactone in rats and humans. kidney
International，2014
2) Fujimura K, Kanda T, et al：Ghrelin prote
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Disease Control and Prevention; CDC）の指針
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する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
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32(1)：95‐100，2014
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ける臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
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究，32（1）：71-74，2014
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52(1)：100，2015
11) 横山裕一，神田武志，他：非アルコール性脂
肪肝線維化指数の教職員健診への組み入れ．
Campus Health，52(1)：288－290，2015
西村

知泰

1) 西村知泰，他：近年注目される病原体感染と
その対策 結核菌．診断と治療，102(6)：822-826，
2014
2) 高橋綾，西村知泰，他：医療系学部学生にお
ける臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27-32，2014
3) 横山裕一，西村知泰，他：医療系学部生に対
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‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
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ce between two interferon-gamma release ass
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in press，2015
10) 小坂桃子，西村知泰，他：学生のための特殊
健康診断の有用性について．Campus Health，
52(1)：100，2015
11) 高橋綾，西村知泰，他：当大学医療学部系新
入生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管
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保健研究，32(1)：33-38，2014
2）井ノ口美香子，糸川麻莉，他：都市部中学生
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慶應保健研究， 32(1)：107-111，2014
2) 横山裕一，武田彩乃，他：医療系学部生に対
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洋介
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．慶應保

─ 133 ─

健研究，32(1)：61-64，2014
久根木 康子
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昌子

1) 高山昌子，他：B 型肝炎ワクチン基礎接種不反
応者に対する本邦の従来法による追加接種の転
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6) 横山裕一，高山昌子，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
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および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
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32(1)：95‐100，2014
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究，32（1）：71-74，2014
8) 西村由貴，高山昌子，他：職場のメンタルヘ
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9) 西村知泰，高山昌子，他：医療系学部の臨床
実習前結核感染診断におけるインターフェロン
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おける臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27‐32，2014
2) 横山裕一，田中由紀子，他：医療系学部生に
対する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の
管理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
検査の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，
2014
3) 横山裕一，田中由紀子，他：医療系学部生に
対する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の
管理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）
‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
4) 横山裕一，田中由紀子，他：医療系学部生に
対する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の
管理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
5) 高橋綾，田中由紀子，他：当大学医療学部系
新入生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン
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Health，52(1)：228-230，2015
6) 西村由貴，田中由紀子，他：職場のメンタル
ヘルス・スクリーニングの現状と発展．Campus
Health，52(1)：307-308，2015
7) 高山昌子，田中由紀子，他：B 型肝炎ワクチン
基礎接種不反応者に対する本邦の従来法による
追加接種の転帰の検討．Campus Health，51(2)：
81-86，2014
8) 西村知泰，田中由紀子，他：医療系学部の臨
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ンγ遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：
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當仲

香
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Associated with Deterioration of Mental Hea
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52(1)：145－147，2015
3) 高山昌子，小坂桃子，他：B 型肝炎ワクチン基
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2) 横山裕一，齋藤圭美，他：医療系学部生に対
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理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
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およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
検査の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，
2014
3) 横山裕一，佐藤幸美子，他：医療系学部生に
対する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の
管理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）
‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
4) 横山裕一，佐藤幸美子，他：医療系学部生に
対する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の
管理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
5) 高山昌子，佐藤幸美子，他：B 型肝炎ワクチン
基礎接種不反応者に対する本邦の従来法による
追加接種の転帰の検討．Campus Health，51(2)：
81-86，2014
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麻由美
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71-74，2014
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おける臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27‐32，2014
3) 横山裕一，澁谷麻由美，他：医療系学部生に
対する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の
管理：米国疾病管理予防センター（the Center for
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2014
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‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
5) 横山裕一，澁谷麻由美，他：医療系学部生に
対する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の
管理：米国疾病管理予防センター（the Center for
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および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
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基礎接種不反応者に対する本邦の従来法による
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ンγ遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：
244－245，2015
清

奈帆美

1) 高橋綾，清奈帆美，他：医療系学部学生にお
ける臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27-32，2014
2) 横山裕一，清奈帆美，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
検査の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，
2014
3) 横山裕一，清奈帆美，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
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理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）
‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
4) 横山裕一，清奈帆美，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
5) 高橋綾，清奈帆美，他：当大学医療学部系新
入生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管
理法における医療経済効果の検討．Campus Health，
52(1)：228-230，2015
6) 西村知泰，清奈帆美，他：医療系学部の臨床
実習前結核感染診断におけるインターフェロン
γ遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015
高橋

綾

1) 高橋綾，他：医療系学部学生における臨床実
習前の感染症対策．慶應保健研究，32(1)：27‐
32，2014
2) 澁谷麻由美，高橋綾，他：大学生健康診断に
おける尿糖陽性者への対応の検討．慶應保健研究，
32(1)：71‐74，2014
3) 横山裕一，高橋綾，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米国疾病管理予防センター（the Center for Dis
ease Control and Prevention; CDC）の指針およ
びの提言および医療経済を鑑みた新しい管理法
の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体検査
の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，2014
4) 横山裕一，高橋綾，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米国疾病管理予防センター（the Center for Dis
ease Control and Prevention; CDC）の指針およ
び医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）‐
免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，32(1)：
87‐93，2014
5) 横山裕一，高橋綾，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
6) 高橋綾，他：当大学医療学部系新入生に対し
て導入した新しい B 型肝炎ワクチン管理法におけ
る医療経済効果の検討．Campus Health，52(1)：
228-230，2015
7) 小坂桃子，高橋綾，他：学生のための特殊健

康診断の有用性について．Campus Health，52(1)：
100，2015
8) 武田彩乃，高橋綾，他：教職員健康診断にお
ける前立腺特異抗原検査の現状．Campus Health，
52(1)：145－147，2015
9) 西村知泰，高橋綾，他：医療系学部の臨床実
習前結核感染診断におけるインターフェロンγ
遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015
戸田

寛子

1) 高橋綾，戸田寛子他：医療系学部学生におけ
る臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27‐32，2014
2) 横山裕一，戸田寛子，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
検査の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，
2014
3) 横山裕一，戸田寛子，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）
‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
4) 横山裕一，戸田寛子，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
5) 高橋綾，戸田寛子，他：当大学医療学部系新
入生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管
理法における医療経済効果の検討．Campus Health，
52(1)：228-230，2015
6) 高山昌子，戸田寛子，他：B 型肝炎ワクチン基
礎接種不反応者に対する本邦の従来法による追
加接種の転帰の検討．Campus Health，51(2)：81-86，
2014
7) 澁谷麻由美，戸田寛子，他：大学生健康診断
における尿糖陽性者への対応の検討．慶應保健研
究，32（1）：71-74，2014
8) 西村知泰，戸田寛子，他：医療系学部の臨床
実習前結核感染診断におけるインターフェロン
γ遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015

─ 137 ─

外山

千鈴

1) 外山千鈴，他：小学 1 年生の風疹抗体保有状
況の変化（2001～2012 年度）．慶應保健研究，
32(1)：61-64，2014
松本

可愛

1) 當仲香，松本可愛，他：学生健康診断情報の
結果閲覧と書類発行～100％結果返却を目指す取
り組み～．Campus Health，52(1)：434-436，2015
2) 當仲香，松本可愛，他：当大学教職員を対象
とした特定保健指導群，未指導群における 3 年後
の経過．Campus Health，52(1)：162－164，2015
3) 横山裕一，松本可愛，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
検査の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，
2014
4) 横山裕一，松本可愛，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）
‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
5) 横山裕一，松本可愛，他：医療系学部生に対
する B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管
理：米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
6) 室屋恵子，松本可愛，他：当大学教職員にお
ける特定保健指導対象者の経過-2008～2012 年特
定健康診査の結果から-．慶應保健研究，32(1)：
65-70，2014
7) 澁谷麻由美，松本可愛，他：大学生健康診断
における尿糖陽性者への対応の検討．慶應保健研
究，32（1）：71-74，2014
8) 高橋綾，松本可愛，他：医療系学部学生にお
ける臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，32
（1）：27-32，2014
9) 高橋綾，松本可愛，他：当大学医療学部系新
入生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管
理法における医療経済効果の検討．Campus Health，
52(1)：228-230，2015
10) 高山昌子，松本可愛，他：B 型肝炎ワクチン
基礎接種不反応者に対する本邦の従来法による
追加接種の転帰の検討．Campus Health，51(2)：
81-86，2014
11) 西村知泰，松本可愛，他：医療系学部の臨床

実習前結核感染診断におけるインターフェロン
γ遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015
室屋

恵子

1) 室屋恵子，他：当大学教職員における特定保
健指導対象者の経過-2008～2012 年特定健康診査
の結果から-．慶應保健研究，32(1)：65-70，2014
2) 德村光昭，室屋恵子，他：中学校健康診断に
おいて行う運動器検診の方法に関する検討．慶應
保健研究，32(1)：33-38，2014
3) 康井洋介，室屋恵子，他：中学校における食
物アレルギーの現状と対応のためのシステム構
築．慶應保健研究，32(1)：55-59，2014
4) 池田知穂，室屋恵子，他：職場巡視による動
物実験教室周辺の環境改善事例．慶應保健研究，
32(1)：75-81，2014
5) 池田知穂，室屋恵子，他：職場巡視による動
物実験教室周辺の環境改善事例．Campus Health，
52（１）：446-448，2015
6) 當仲香，室屋恵子，他：当大学教職員を対象
とした特定保健指導群，未指導群における 3 年後
の経過．Campus Health，52(1)：162－164，2015
7) 當仲香，室屋恵子，他：学生健康診断情報の
結果閲覧と書類発行～100％結果返却を目指す取
り組み～．Campus Health，52(1)：434-436，2015
8) 清水憲吾，室屋恵子，他：定期健康診断会場
に対する管理工学的考察．Campus Health，52(1)：
127-129，2015
池田 知穂
1) 池田知穂，他：職場巡視による動物実験教室
周辺の環境改善事例．慶應保健研究，32(1)：75-81，
2014
2) 室屋恵子，池田知穂，他：当大学教職員にお
ける特定保健指導対象者の経過-2008～2012 年特
定健康診査の結果から-．慶應保健研究，32(1)：
65-70，2014
3) 小坂桃子，池田知穂，他：学生のための特殊
健康診断の有用性について．Campus Health，
52(1)：100，2015
4) 當仲香，池田知穂，他：当大学教職員を対象
とした特定保健指導群，未指導群における 3 年後
の経過．Campus Health，52(1)：162－164，2015
5) 當仲香，池田知穂，他：学生健康診断情報の
結果閲覧と書類発行～100％結果返却を目指す取
り組み～．Campus Health，52(1)：434-436，2015
6) 武田彩乃，池田知穂，他：教職員健康診断に
おける前立腺特異抗原検査の現状．Campus Health，
52(1)：145－147，2015
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神吉

正子

1) 西村知泰，神吉正子，他：医療系学部の臨床
実習前結核感染診断におけるインターフェロン
γ遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015
篠塚

昌代

1) 德村光昭，篠塚昌代，他：中学校健康診断に
おいて行う運動器検診の方法に関する検討．慶應
保健研究，32(1)：33-38，2014
2) 康井洋介,篠塚昌代,他：中学校における食物
アレルギーの現状と対応のためのシステム構築.
慶應保健研究,32(1)：55-59,2014
田立

米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（3）
‐基礎接種不反応者の管理‐．慶應保健研究，
32(1)：95‐100，2014
5) 澁谷麻由美，堂坂愛，他：大学生健康診断に
おける尿糖陽性者への対応の検討．慶應保健研究，
32（1）：71-74，2014
6) 高橋綾，堂坂愛，他：当大学医療学部系新入
生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管理
法における医療経済効果の検討．Campus Health，
52(1)：228-230，2015
7) 西村知泰，堂坂愛，他：医療系学部の臨床実
習前結核感染診断におけるインターフェロンγ
遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015

暁子
清水 憲吾

1) 高橋綾，田立暁子，他：医療系学部学生にお
ける臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27‐32，2014
2) 澁谷麻由美，田立暁子，他：大学生健康診断
における尿糖陽性者への対応の検討．慶應保健研
究，32（1）：71-74，2014
3) 高橋綾，田立暁子，他：当大学医療学部系新
入生に対して導入した新しい B 型肝炎ワクチン管
理法における医療経済効果の検討．Campus Health，
52(1)：228-230，2015
4) 西村知泰，田立暁子，他：医療系学部の臨床
実習前結核感染診断におけるインターフェロン
γ遊離試験の有用性．Campus Health，52(1)：244
－245，2015

1) 清水憲吾，他：定期健康診断会場に対する管
理工学的考察．Campus Health，52(1)：127-129，
2015
2) 當仲香，清水憲吾，他：学生健康診断情報の
結果閲覧と書類発行～100％結果返却を目指す取
り組み～．Campus Health，52(1)：434-436，2015
3) 小坂桃子，清水憲吾，他：学生のための特殊
健康診断の有用性について．Campus Health，
52(1)：100，2015
4) 武田彩乃，清水憲吾，他：教職員健康診断に
おける前立腺特異抗原検査の現状．Campus Health，
52(1)：145－147，2015

ウ
堂坂

学会発表

愛
河邊

1) 高橋綾，堂坂愛，他：医療系学部学生におけ
る臨床実習前の感染症対策．慶應保健研究，
32(1)：27‐32，2014
2) 横山裕一，堂坂愛，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
およびの提言および医療経済を鑑みた新しい管
理法の確立（1）‐ワクチン接種前 HBｓ抗原抗体
検査の意義‐．慶應保健研究，32(1)：83‐86，
2014
3) 横山裕一，堂坂愛，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：
米国疾病管理予防センター（the Center for
Disease Control and Prevention; CDC）の指針
および医療経済を鑑みた新しい管理法の確立（2）
‐免疫の記憶検査の導入‐．慶應保健研究，
32(1)：87‐93，2014
4) 横山裕一，堂坂愛，他：医療系学部生に対す
る B 型肝炎ウイルス（HBV）ワクチン接種の管理：

博史

1) 森木隆典，河邊博史，他：メタボリックシン
ドロームにおける T-TAS による血栓形成能解析
第 111 回日本内科学会総会・講演会 2014
2) 広瀬寛，河邊博史，他：人間ドック受検者に
おける内臓脂肪面積（VFA）
，皮下脂肪面積（SFA）
や HOMA-R，HOMA-βと耐糖能，血圧などとの関係
第 57 回日本糖尿病学会 2014
3) 田中正巳，河邊博史，他：血清 25 水酸化ビタ
ミンＤ濃度は 2 型糖尿病患者では低下している
第 57 回日本糖尿病学会 2014
4) Kawabe H，et al：Factors contributing to
differences between first and second home
blood pressure measurements
Joint Meeting
of ESH and ISH 2014
5) 広瀬寛，河邊博史，他：人間ドック受診者に
おける内臓脂肪・皮下脂肪面積や HOMA-R・HOMAβとメタボリックシンドローム・糖尿病・高血圧
などとの関係 第 46 回日本動脈硬化学会 2014
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6) 池田知穂，河邊博史，他：衛生管理者を中心
とした職場巡視によるキャンパス内動物実験教
室周辺の環境改善事例 第 52 回全国大学保健管
理研究集会 2014
7) 小坂桃子，河邊博史，他：学生のための特殊
健康診断による薬剤性肝障害の発見について
第 52 回全国大学保健管理研究集会 2014
8) 高橋綾，河邊博史，他：当大学医療学部系新
入生への新しい B 型肝炎ワクチン（HBVV）管理法
の医療経済効果 第 52 回全国大学保健管理研究
集会 2014
9)武田彩乃，河邊博史，他：教職員健康診断にお
ける前立腺特異抗原検査の現状 第 52 回全国大
学保健管理研究集会 2014
10) 當仲香，河邊博史，他：当大学教職員を対象
とした特定保健指導群，未指導群における 3 年後
の経過 第 52 回全国大学保健管理研究集会
2014
11) 當仲香，河邊博史，他：学生健康診断情報の
結果閲覧と書類発行～100％結果返却を目指す取
り組み～ 第 52 回全国大学保健管理研究集会
2014
12) 西村知泰，河邊博史，他：医療系学部の臨床
実習前結核感染診断におけるインターフェロン
γ遊離試験の有用性 第 52 回全国大学保健管理
研究集会 2014
13) 西村由貴，河邊博史，他：職場のメンタルヘ
ルス・スクリーニングの現状と発展 第 52 回全
国大学保健管理研究集会 2014
14) 横山裕一，河邊博史，他：非アルコール性脂
肪肝線維化指数の教職員健診への組み入れ 第
52 回全国大学保健管理研究集会 2014
15) 広瀬寛，河邊博史，他：臍高部 CT スキャン
による内臓脂肪・皮下脂肪面積や HOMA-R・HOMAβと糖尿病・高血圧・メタボリックシンドローム
などとの関係 第 55 回日本人間ドック学会
2014
16) Hirose H，Kawabe H，et al：Association o
f visceral fat area and HOMA-R with both di
abetes mellitus and hypertension in a healt
h checkup program, NingenDock
50th EASD M
eeting 2014
17) 広瀬寛，河邊博史，他：人間ドックを受診し
た男性において，内臓脂肪面積やインスリン抵抗
性指数 HOMA-R は血圧状態と関連している 第 37
回日本高血圧学会 2014
18) 武田彩乃，河邊博史，他：降圧不十分な本態
性高血圧患者に対するテルミサルタン 40mg/アム
ロジピン 5mg 配合剤への変更による影響 第 37
回日本高血圧学会 2014
19) 當仲香，河邊博史，他：PHR を利活用してい
る人のクラウドサービスに対する価値観 第 34
回医療情報学連合大会 2014

德村 光昭
1) 德村光昭，他：学校健康診断において実施す
る運動器検診の方法に関する検討 第 117 回日本
小児科学会学術集会 2014
2) 德村光昭，他：学校健康診断における運動器
検診：四肢の動作に関する問診調査項目の検討
第 61 回日本学校保健学会 2014
3) 石崎怜奈，德村光昭，他：肺動脈性肺高血圧
症の病態評価における５分間低強度漸増運動負
荷試験の有用性 第 50 回日本小児循環器学会総
会・学術集会 2014
4) 康井洋介，德村光昭，他：小中学校管理下で
発生した食物アレルギー事故の事例検討 第 61
回日本学校保健学会 2014
5) 久根木康子，德村光昭，他：1 歳時および小学
校就学前に麻疹・風疹混合ワクチンの 2 回接種を
受けた中学 1 年生の麻疹・風疹抗体保有状況 第
61 回日本学校保健学会 2014
森

正明

1) 森木隆典，森正明，他：メタボリックシンド
ロームにおける T-TAS による血栓形成能解析 第
111 回日本内科学会講演会 2014
2) 藤原宏，森正明，他：活動性結核患者接触者
検診・ハイリスク医療従事者検診における
QuantiFERON-TB Gold と T-SPOT.TB との比較 第
89 回日本結核病学会総会 2014
3) 小坂桃子，森正明，他：学生のための特殊健
康診断による薬剤性肝障害の発見について 第
52 回全国大学保健管理研究集会 2014
4) 武田彩乃，森正明，他：教職員健康診断にお
ける前立腺特異抗原検査の現状 第 52 回全国大
学保健管理研究集会 2014
5) 高橋綾，森正明，他：当大学医療学部系新入
生への新しい B 型肝炎ワクチン(HBVV)管理法の医
療経済効果 第 52 回全国大学保健管理研究集会
2014
6) 西村知泰，森正明，他：医療系学部の臨床実
習前結核感染診断におけるインターフェロンγ
遊離試験の有用性 第 52 回全国大学保健管理研
究集会 2014
井ノ口 美香子
1) 井ノ口美香子，他：日本人小児 1978-1981 年
基準集団による腹囲基準値の作成 第 25 回日本
成長学会 2014
2) 井ノ口美香子，他：日本人小児の中心性肥満
増加 ―1978-1981 年，1992-1994 年における BMI・
腹囲の比較― 第 48 回日本小児内分泌学会
2014
3) 三井俊賢，井ノ口美香子，他：原発性副甲状
腺機能低下症の包括的遺伝子解析 第 23 回臨床
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内分泌代謝 Update 2014
4) 德村光昭，井ノ口美香子，他：学校健康診断
において実施する運動器検診の方法に関する検
討 第 117 回日本小児科学会学術集会 2014
5) 石井智弘，井ノ口美香子，他： LMS 法によ
る日本人小児（0-7 歳）陰茎長の横断的成長曲線
の作成：人種間比較と世代間比較 第 48 回日本
小児内分泌学会 2014
6) 阿部清美，井ノ口美香子，他：T4 補充療法中
の甲状腺無形成・異所性甲状腺患者は甲状腺機能
正常者に比して FT3 低値、FT4 高値である 第
48 回日本小児内分泌学会 2014
7) 康井洋介，井ノ口美香子，他：小中学校管理
下で発生した食物アレルギー事故の事例検討
第 61 回日本学校保健学会 2014
8) 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：四肢の動作に関する問診調
査項目の検討 第 61 回日本学校保健学会 2014
9) 久根木康子，井ノ口美香子，他：1 歳時および
小学校就学前に麻疹・風疹混合ワクチンの 2 回接
種を受けた中学 1 年生の麻疹・風疹抗体保有状況
第 61 回日本学校保健学会 2014
西村

由貴

1) 西村由貴，他：職場のメンタルヘルス・スク
リーニングの現状と発展 第 52 回全国大学保健
管理研究集会 2014
2) 西村由貴：
「ベルソラムラの有効例と効果不十
分例の予備的報告」 土浦臨床研究会 2015
3) 西村由貴： ヘアーのサイコパシーチェックリ
スト第２版 研修会 第 20 回 PCL-R 2014
4) 西村由貴：ヘアーのサイコパシーチェックリ
スト第２版 研修会 第 21 回 PCL-R 2015
広瀬

寛

1) 広瀬寛，他：メタボリックシンドロームにお
ける T-TAS による血栓形成能解析 第 57 回日本
糖尿病学会 2014
2) 広瀬寛，他：人間ドック受診者における内臓
脂肪・皮下脂肪面積や HOMA-R・HOMA-βとメタ
ボリックシンドローム・糖尿病・高血圧などと
の関係 第 46 回日本動脈硬化学会 2014
3) 広瀬寛：生活習慣病とアディポネクチンにつ
いて 第 52 回全国大学保健管理研究集会 2014
4) 広瀬寛，他：臍高部 CT スキャンによる内臓脂
肪・皮下脂肪面積や HOMA-R・HOMA-βと糖尿病・
高血圧・メタボリックシンドロームなどとの関係
第 55 回日本人間ドック学会 2014
5) Hirose H, et al：Associations of visceral
fat area and HOMA-R with both diabetes mellitus
and hypertension in a health checkup program,
NingenDock 第 50 回欧州糖尿病学会 2014

6) 広瀬寛，他：人間ドックを受診した男性にお
いて，内臓脂肪面積やインスリン抵抗性指数
HOMA-R は血圧状態と関連している 第 37 回日本
高血圧学会 2014
7) 森木隆典，広瀬寛，他：メタボリックシンド
ロームにおける T-TAS による血栓形成能解析 第
111 回日本内科学会 2014
8) 井上詠，広瀬寛，他：モサプリド併用ニフレ
ック当日法による健診大腸内視鏡前処置の有用
性 第 87 回日本消化器内視鏡学会 2014
9) 田中正巳，広瀬寛，他：血清 25 ビタミン D 濃
度は 2 型糖尿病患者では低下している 第 57 回
日本糖尿病学会 2014
10) 酒井健輔，広瀬寛，他：欧米人集団ゲノムワ
イド関連解析で同定された 2 型糖尿病感受性遺伝
子領域の日本人集団における検証 第 57 回日本
糖尿病学会 2014
11) 広瀬寛：メタボリックシンドロームとイン
スリン抵抗性，アディポネクチンについて 20
14 年度日本抗加齢医学会専門医指導士講習会
2015
12) Kawabe H, Hirose H, et al：Factors contr
ibuting to differences between first and se
cond home blood pressure measurements 第 25
回国際高血圧学会 2014
13) 小坂桃子，広瀬寛，他：学生のための特殊健
康診断の有用性について 第 52 回全国大学保健
管理研究集会 2014
14) 武田彩乃，広瀬寛，他：教職員健康診断にお
ける前立腺特異抗原検査の現状 第 52 回全国大
学保健管理研究集会 2014
15) 横山裕一，広瀬寛，他：非アルコール性脂肪
肝線維化指数の教職員健診への組み入れ 第 52
回全国大学保健管理研究集会 2014
16) 井上詠，広瀬寛，他：新型腸管洗浄剤アスコ
ルビン酸含有ポリエチレングリコール電解製剤
の使用経験 第 55 回日本人間ドック学会 2014
17) 高山美智代，広瀬寛，他：閉経後女性の骨密
度と代謝関連マーカーの関係 第 55 回日本人間
ドック学会 2014
18) 武田彩乃，広瀬寛，他：降圧不十分な本態性
高血圧患者に対するテルミサルタン 40mg/アムロ
ジピン 5mg 配合剤への変更による影響 第 37 回
日本高血圧学会 2014
森木

隆典

1) 森木隆典, 他：メタボリックシンドロームに
おける T-TAS による血栓形成能解析 第 111 回日
本内科学会総会・講演会 2014
2) 猪狩 敦子, 森木 隆典, 他：後天性 TTP 患者
における抗 ADAMTS13 自己抗体のドメイン別定量
測定 第 36 回日本血栓止血学会学術集会 2014
3) 小坂 桃子, 森木 隆典, 他：学生のための特
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殊健康診断による薬剤性肝障害の発見について
第 52 回全国大学保健管理研究集会 2014
4) 高橋綾，森木隆典，他：当大学医療学部系新
入生への新しい B 型肝炎ワクチン(HBVV)管理法の
医療経済効果 第 52 回全国大学保健管理研究集
会 2014
横山

裕一

1) 横山裕一，他：非アルコール性脂肪肝線維化
指数の教職員健診への組み入れ 第 52 回全国大
学保健管理研究集会 2014
2) 武田彩乃，横山裕一，他：教職員健康診断に
おける前立腺特異抗原検査の現状 第 52 回全国
大学保健管理研究集会 2014
3) 高橋綾，横山裕一，他：当大学医療学部系新
入生への新しい B 型肝炎ワクチン(HBVV)管理法の
医療経済効果 第 52 回全国大学保健管理研究集
会 2014
和井内 由充子
1) 小坂桃子，和井内由充子，他：学生のための
特殊健康診断による薬剤性肝障害の発見につい
て 第 52 回全国大学保健管理研究集会 2014
神田

武志

1) 武田彩乃，神田武志，他：降圧不十分な本態
性高血圧患者に対するテルミサルタン 40mg/アム
ロジピン 5mg 配合剤への変更による影響 第 37
回日本高血圧学会総会 2014
2) 広瀬寛，神田武志，他：人間ドックを受診し
た男性において、内臓脂肪面積やインスリン抵抗
性指数 HOMA-R は血圧状態と関連している 第 37
回日本高血圧学会総会 2014
3) 水口斉，神田武志，他：腎性インスリン抵抗
性症候群へのアルドステロンブロッカー・エプレ
レノンの影響 第 87 回日本内分泌学会 2014
4) 水口斉，神田武志，他：腎性リポディストロ
フィーの発生機序の検討 第 57 回日本腎臓学会
学術総会 2014
5) 横山裕一，神田武志，他：非アルコール性脂
肪肝線維化指数の教職員健診への組み入れ 第
52 回全国大学保健管理研究集会 2014
6) 森木 隆典，神田武志，他：メタボリックシン
ドロームにおける T-TAS による血栓形成能解析
第 111 回日本内科学会総会・講演会 2014
西村

知泰

1) 西村知泰：IGRA をとりまく諸問題 医療従事者
の結核対策における IGRA の意義 第 89 回日本結
核病学会総会 2014
2) 西村知泰，他：医療系学部の臨床実習前結核

感染診断におけるインターフェロンγ遊離試験
の有用性 第 52 回全国大学保健管理研究集会
2014
3) 西村知泰：呼吸器系だけでない全身病―結核
慶應義塾大学病院における結核症例のふりかえ
り 第 63 回日本感染症学会東日本地方会総会学
術集会 2014
4) 森木隆典，西村知泰，他：メタボリックシン
ドロームにおける T-TAS による血栓形成能解析
第 111 回日本内科学会年次講演会 2014
5) 藤原宏，西村知泰，他：IGRA 活動性結核患者
接触者検診・ハイリスク医療従事者検診における
QuantiFERON-TB Gold と T-SPOT.TB との比較 第
89 回日本結核病学会総会 2014
6) 星野仁彦，西村知泰，他：非結核性抗酸菌症
の治療 肺 MAC 症における無治療経過観察群の増
悪治療開始に関する後ろ向き検討 第 89 回日本
結核病学会総会 2014
7) 浅見貴弘，西村知泰，他：当院における肺
Mycobacterium abscessus complex 症の検討 第
89 回日本結核病学会総会 2014
8) 南 宮 湖 ， 西 村 知 泰 ， 他 ： 肺 Mycobacterium
abscessus 症に対するアミカシン投与例の検討
第 89 回日本結核病学会総会 2014
9) 南宮湖，西村知泰，他：肺 Mycobacterium avium
complex 症に対するアミカシン投与例の検討 第
89 回日本結核病学会総会 2014
10) 八木一馬，西村知泰，他：肺ノカルジア症を
合併した肺非結核性抗酸菌症の 2 例 第 89 回日
本結核病学会総会 2014
11) 浅見貴弘，西村知泰，他：肺炎球菌感染モデ
ルマウスにおける間葉系幹細胞の投与効果 第
54 回日本呼吸器学会学術講演会 2014
12) 君塚善文，西村知泰，他：無治療経過観察を
受けた肺 Mycobacterium avium complex 症患者の
臨床的および細菌学的検討 第 54 回日本呼吸器
学会学術講演会 2014
13) 八木一馬，西村知泰，他：インフルエンザウ
イルス感染症におけるヒストンメチル化酵素
EZH2 阻害剤 3-deazaneplanocin A(DZNep)の投与
効果の検討 第 54 回日本呼吸器学会学術講演会
2014
14) 小坂桃子，西村知泰，他：学生のための特殊
健康診断による薬剤性肝障害の発見について
第 52 回全国大学保健管理研究集会 2014
15) 武田彩乃，西村知泰，他：教職員健康診断に
おける前立腺特異抗原検査の現状 第 52 回全国
大学保健管理研究集会 2014
16) 高橋綾，西村知泰，他：当大学医療学部系新
入生への新しい B 型肝炎ワクチン(HBVV)管理法の
医療経済効果 第 52 回全国大学保健管理研究集
会 2014
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糸川

三井

麻莉

1) 久根木康子，糸川麻莉，他：1 歳時および小学
校就学前に麻疹・風疹混合ワクチン 2 回接種を受
けた中学 1 年生の麻疹・風疹抗体保有状況 第 61
回日本学校保健学会 2014
2) 康井洋介，糸川麻莉，他：小中学校で発生し
た食物アレルギー事故の事例検討 第 61 回日本
学校保健学会 2014
3) 德村光昭，糸川麻莉，他：学校健康診断にお
ける運動器検診：四肢の動作に関する問診調査項
目の検討 第 61 回日本学校保健学会 2014
武田

彩乃

1) 武田彩乃，他：教職員健康診断における前立
腺特異抗原検査の現状 第 52 回全国大学保健管
理研究集会 2014
2) 武田彩乃，他：降圧不十分な本態性高血圧患
者に対するテルミサルタン 40 ㎎／アムロジン 5
㎎配合剤への変更による影響 第 37 回日本高血
圧学会総会 2014
3) Kawabe H，Takeda A，et al：Factors
contributing to differences between first and
second home blood pressure measurements
Joint Meeting of ESH and ISH 2014
4) 小坂桃子，武田彩乃，他：学生のための特殊
健康診断による薬剤性肝障害の発見について
第 52 回全国大学保健管理研究集会 2014
5) 横山裕一，武田彩乃，他：非アルコール性脂
肪肝線維化指数の教職員健診への組み入れ 第
52 回全国大学保健管理研究集会 2014
6) 広瀬寛，武田彩乃，他：人間ドックを受診し
た男性において、内臓脂肪面積やインスリン抵抗
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