
大学での未来型ヘルスプロモーションの取組
〜データヘルス時代における発展
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京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター
松崎慶一



•診療
Ø保健診療所（内科、神経科）

•健康診断
Ø学生 20,000人/年
Ø職員 8,000人/年

•教育・啓発
Ø大学・大学院での講義
Ø講習会

•臨床研究
Ø予防医療に関する疫学研究の実施

l大学保健の中心地

京都大学 環境安全保健機構 健康管理部門／健康科学センター
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全国⼤学保健管理協会／国⽴⼤学保健管理施設協議会

京都大学内に本部を置く
会員︓504校（全国の44.8%）
全国統計総務省統計局

• 大学 779校、短大 346校
• 大学生 2,860,210 人、短大生 132,681 人

• 北海道地区 7校
• 東北地区 7校
• 関東甲信越地区 25校
• 東海北陸地区 12校
• 近畿地区 13校
• 中国四国地区 10校
• 九州地区 11校
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大学における
ヘルスプロモーションの役割
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大学生における健康教育の重要性

ライフスタイルの変
化

最後の体系的
教育の機会

大学生
ライフスタイルの変化
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学校保健とは？

•学校において、児童生徒等の健康の保持増進を
図ること、集団教育としての学校教育活動に必
要な健康や安全への配慮を行うこと、自己や他
者の健康の保持増進を図ることができるような
能力を育成することなど学校における保健管理
と保健教育

文部科学省HP (http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/index.htm)より

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/index.htm


文部科学省国際教育協力懇談会第10回資料3-2より抜粋
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/002/shiryou/020801ei.htm

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/002/shiryou/020801ei.htm


学校保健の萌芽
• 1872（明治5） 学制発布

• 学校衛生施策として「伝染病の予防」

• 学生211章「小学校二入ル男女ハ種痘或ハ天然痘ヲ為シタルモノニ非レバ之ヲ許サズ」

• 1888（明治11） 活力検査
• 体操伝習所（神田一ツ橋）において
体重、⾝⻑、臀位、胸囲、指極、⼒量、握⼒、肺量の測定

• 1898（明治31） 学校医制度の実施
• 活力検査の項目変更（学生生徒身体検査規程）

• 体重、⾝⻑、胸囲、（臀位）、脊柱、体格、視⼒、眼疾、聴⼒、⽿疾、⻭⽛、その他疾病

• 疾病として特に線病、栄養不良、貧血、脚気、肺結核、頭痛、神経衰弱、慢性疾患



学校保健の発展
• 1898（明治31） 学校医制度の実施

• 職務として「環境衛生」「身体検査」「伝染病の予防」などを規定

• 1905（明治38）岐阜県の小学校で「学校看護婦」の雇用
• 当初は全国的なトラホーム（Trachoma：慢性角結膜炎）の流行に対する処置

• 1941（昭和16年）の国⺠学校令で「養護訓導」に改称

• 1937（昭和12）学校身体規定改正
• 座⾼・栄養・胸郭・⿐咽頭・⽪膚等が加わり、特に視⼒（屈折異常）・⻭⽛・そ
の他疾病の検査が精密となる

• 疾病像の複雑化多様化によって、眼科・⽿⿐科・⻭科などの配置が広がってきた

• 1941（昭和16）結核対策の重点化
• ツベルクリン反応、エックス線、赤血球沈降速度・細菌検査を含む特別身体検査



学校保健の確立
• 1949〜51（昭和24〜26）

• （小・中等）学校保健計画実施要領

• 1958（昭和33）学校保健法
• ⾝体検査規定、学校伝染病予防規定、学校清潔法、学校医令、学校⻭科医令などを集中
包括した学校保健管理の総合法

• 学校保健計画、学校環境衛生、健康診断、健康相談、伝染病の予防、学校医、保健室な
どについて規定されている

• 2009（平成21）「学校保健安全法」に改称



大学保健管理の歴史
• 1908（明治41）京都帝国大学内に「医務室」「病室」設置

• 我が国初の大学生における健康保持のための健康相談と診療業務を
目的とした施設

• 1924（大正13）学生健康相談所の開設
• 保健診療所の前身：内科4名、皮膚科・外科各1名、薬剤師、看護師、
事務員各1名

• 1957（昭和32）国立大学保健管理協議会発足
• 1964（昭和39）全国大学保健管理協会の設立

• 高等教育における保健管理を協議する組織
• 1966（昭和41）保健管理センターの設置

• 「学生の保健管理に関する専門的業務を行う厚生補導のための施設
を設置すること」

• 東⼤・京⼤・⻑崎⼤・島根⼤に設置



高等教育機関における保健管理

• 高等教育機関：大学・短期大学・高等専門学校

• 小・中・高等学校とは教員・施設の配置などにおいて、
基準が異なる

• 保健室 → 医務室（大学設置基準第36条）
• 特別な事情がありかつ教育研究に支障がない場合はこの限りではない

• 養護教諭
• 大学や短期大学、高等専門学校においては「養護教諭」の配置が定めら
れていない



大学における保健管理業務

1. 一般定期健康診断、有害業務従事者の特殊健康診断、
感染症流行時や災害時の臨時健康診断など、各種の健康診断

2. 健康診断結果を用いた保健指導や就学・就業上の措置

3. 心身の健康相談

4. 傷病に対する応急処置

5. 健康教育および健康啓発

6. 職場巡視、復学・復職時の面接、過重労働面接、およびそれらの事後措置

7. 作業環境管理、作業管理、その他の健康管理

大学保健管理協会 HPより抜粋改変 http://health-uv.umin.ac.jp/about/index.html

対象疾患は各種の感染症、外傷、生活習慣病、
メンタルヘルスなど広範囲に及んでいる

http://health-uv.umin.ac.jp/about/index.html


大学における保健管理業務の特殊性
1. 学生と職員の両者が対象であり、対象者の人数が多いことに加え、学校保健安

全法および労働安全衛生法の両法律の要請を満たす必要があること
2. 大学院を含む大学生の保健管理業務は、小・中・高等学校を想定した学校保健

安全法の枠組みには必ずしも収まらず、また大学は少量多品目を扱う研究機関
であって工場・鉱山・工事現場などを想定した労働安全衛生法の枠組みにも十
分合致しないため、独自の体制や方法論を用いる必要があること

3. 教育機関であるため、保健サービスにおいても学生を育てるという使命がある
こと

4. 先端的な研究を行うため、未知の健康障害リスクがあること
5. 国際化が進んでいるため、国内事情や国内法令のみでは対処できないこと

大学保健管理協会 HPより抜粋 http://health-uv.umin.ac.jp/about/index.html

大学における健康管理は従来より独自の発展を遂げており、
今後も発展し続ける必要がある

http://health-uv.umin.ac.jp/about/index.html


ライフステージ毎の健康診断の必要性

• 学校での健康診断は、幼稚園から大学まで一律の項目
だが、ライフステージごとに詳細に検討するというこ
とはないのか。成⻑段階に応じて多い疾患も違ってく
るし、発育発達の留意点も変わってくる。

• 幼小中高大と全項目一緒である必要は特にない。保健
調査で聞くべき項目も変わってくる。例えば予防接種
などは、幼小は接種の途中であるし、高大は接種の確
認が中心になる。

• 学校における⻭科保健の取組もライフステージ別に
なっている。幼稚園と中学生とでは指導内容も変えな
いといけない。

文科省「今後の健康診断の在り方等に関する検討会」（平成24年5⽉〜平成25年12月、平成25年12月最終報告）
第4回議事録より抜粋



大学における健康診断・健康関連
情報の標準化に向けた試み

• 全国の大学では学校保健安全法に基づき、大学生及び教職員を対象とし法定項目を中心
に健康情報を収集している

• 現状では健康管理に十分に活用されているとは言い難い状況

• 標準化（規格化）が進んでいないためデータの継続性、ポータビリティが不十分

• 大学単位でシステム構築や集計を行う必要があり費用的にも人員的にも非効率な状態

• 大学における健康診断・健康関連情報の標準化と利活用に関わる調査研究班
（国立大学法人保健管理施設協議会内）を立ち上げ

• 各大学で収集している健診項目・健康診断データベースの内容・現場ニーズなどの調査を行い、
大学健診を起点として健康情報を標準化することの意義、可能性を検討し、標準化の具体的な
提案を目指す

• 健康情報の利活用促進を通じた健康管理の質向上、標準化促進による現場負担の軽減を
目指す



大学における健康診断・健康関連情報の標準化と利活用用に関わる調査研究委員会
（健康情報標準化調査研究委員会）
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地区 所属 氏名
近畿 京都大学 石見拓（委員⻑）
北海道 北海道教育大学 羽賀將衛
東北 東北大学 木内喜孝

関東・甲信越 筑波大学 久賀圭祐
関東・甲信越 千葉大学 潤間励子
関東・甲信越 東京工業大学 安宅勝弘
関東・甲信越 東京大学 柳元伸太郎
東海・北陸 静岡大学 山本裕之

東海・北陸 名古屋大学 山本明子

近畿 滋賀大学 山本祐二
近畿 京都大学 松崎慶一

中国・四国 広島大学 吉原正治
九州・沖縄 九州大学 梶谷康介

メディカルジャパン2019

2019年3月大学における標準的な健康診断についてのガイドライン発行



小括
• 学校保健法で取り決められている健診項目は、主に
小・中・高等学校を想定しており、大学生における保
健管理はこの枠組みには必ずしも収まらない

• 大学保健は大学特有の特殊性などから、従来より独自
の発展を遂げており、今後も発展し続ける必要がある

• 大学生に適した健診を検討し、標準化された項目測定、
健康管理によって理想的な健康状態を得ることが可能
となる



大学におけるヘルスプロモーション

•体系的に教育可能な最後の機会である
• 健康に関するリテラシーを伝える

• 食に関する知識と選択する力の習得（食育）

•健康診断の意味が壮年期以降と異なる
• 疾患の早期発見の他に「健康教育」の場でもある

•普段実感していない「健康」の意義を伝える

メディカルジャパン2020 19



健康教育のパラダイムシフト
l教職員情報（京大生協広報誌） No.140

…我々は従来の「健康を下支えする」というスタイル
から「積極性をもって健康増進を行う」というスタイ
ルへと変わりつつあります。その一環として診療所内
部の改修を行い、一人ひとりの健康増進を積極的に支
援する「健康づくりオープンラボ」を
平成29（2017）年10月に開設予定です。



ヘルシーキャンパス運動

21

https://www.acha.org/HealthyCampus/

目的（Mission）
大学から人々と社会の身体的・精
神的な健康を創造する

目標（Vision）
A) 大学の運営から日常業務、学業
に至るまで、すべての側面に
「健康の創造」というコンセプ
トを埋め込む

B) 大学から健康増進に関する情
報・取り組みを発信し、地域や
社会をリードする

https://www.acha.org/HealthyCampus/


ヘルシー弁当の取り組み

メディカルジャパン2020 22



ヘルシー弁当の取り組み
l2015年2月、健康科学センターの保健指導から着想

lコンセプトは「500kcal以内、野菜4種類以上、塩分3g以下」

l2015年10月よりテスト販売、2016年4月より本格展開

l現在まで50,000食以上を販売。完売の日も多く、生協ショップ
における内製弁当のラインナップとして確立している

l健康科学センターは企画段階から監修

lセンター内試食会を通して、内部の意見を積極的に反映するよ
うな体制を整えている



エネルギー500Kcal、野菜4種類、塩分3g以下
必要以上に食べ過ぎない、「これくらいでもいい」の感覚



25

2016.4.24京都新聞夕刊





販売数の推移
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生協ショップにおける内製弁当のラインナップとして確立している



ザッツ・京大に掲載

http://www.thats.pr.kyoto-u.ac.jp/2018/07/26/5334/

http://www.thats.pr.kyoto-u.ac.jp/2018/07/26/5334/


「適切かつ健全な食生活」を身
につけるために

lポピュレーションアプローチ
l教育：健康のための食生活について、正しい知識を身につ
けるため食についての相談会を行う。
lメニューの開発：京都大学生活協同組合との連携を計り、
健康科学センターが監修したメニューを作成・検証する。

lハイリスクアプローチ
l健診によるリスク集団の拾い上げ
学生一般定期健康診断、学生特別健康診断を通じ、BMI高
値・脂質代謝異常者などの拾い上げ
l上記メニューを積極的に用いた保健指導などによって介入
し、上記プログラムの実用性について検証を行う。

大学生に対する食育プログラムの開発



ヘルシーキャンパス：栄養イベント

メディカルジャパン2020 30

☆本日のメニュー☆
野菜炒め肉団子ヘルシー弁当

とにかく野菜が多い！
お肉もあって、味付けもしっかり
しているのに塩分3g以下！



大学生に対する
食育プログラムの開発

l食事を通した「生活力」の強化
lきちんとした時間にご飯を食べよう！
l広い学内で運動習慣を身につけよう！
l自炊力を身につけよう！

l栄養バランスの意識を高める
lヘルシー弁当を通じて栄養バランスを意識する
l「バランスの良い食事を選ぶ力」を身につける

l食べることを楽しみ、共有する
l「食」を通じて生活を豊かにし、自分の心と身体を大切にする

活力のある若い世代を作り、社会を活性化する！



未来型ヘルスプロモーション
への期待

メディカルジャパン2020 32



•ばらばらに保管、似たようなデータだが不⼀致
•手書きデータ、紙のデータetc.

健康データを生かし切れていない

33メディカルジャパン2020



個⼈、各組織がバラバラに保有している健康・医療情報を
個人が保有し、自分の意思で活用できる社会の実現

病院 学校 企業健保 ⾏政

現状 目指す姿

病院 学校 企業健保 ⾏政

健康情報プラットフォーム

ゆりかごから墓場まで。健康で幸せな社会。
「データを活用したセルフケア」の実現

︖︖

●個人へのフィードバックはほとんどは紙ベース
●元データは各組織が保有

●電子的保管は進んでおらず情報がバラバラ

34

目指す事業の姿

メディカルジャパン2020



救急・災害時の活用

大学健診を起点とした標準化PHR

入学（18歳） 卒業・就職 10年後
（30歳）

20年後
（40歳）

⻑期
（死亡）

測定・登録

運動習慣
食習慣

ライフ
ログ

体重
血圧
…

健康情報
健康診断

★

★

★
★

…

心臓
突然死

慢性疾患
NCD
腎炎
糖尿病
旅⾏者
疾病

DBの構築
管理・運
営

(株)ヘルステック研究所(株)ヘルステック研究所

同意取得

★

★

★
★

★

★

★
★

健康寿命の増進︕（健康増進・疾病予防・医療の質向上）
ライフスタイル改善の効果検証PHR利活⽤・⽣活改善

を促す
情報＋インセンティブ
（ポイント等）

35メディカルジャパン2020



京⼤発︓自分の意思でPHRを活用し、データに基づいて自身の健康を
維持増進するという新しい文化・価値観の創造

• 研究成果に基づいた新たな知⾒を社会に還元していくことは、⼤学の使命
• PHRに基づきよりよく自分の健康をマネジメントする文化を広める。

⼤学発情報系ベンチャーの例
Google︓スタンフォード⼤学,
Face book︓ハーバード⼤学

京大発
個⼈の理解・意思を尊重した次世代型情報系ベンチャー

京大発PHR事業化モデルの価値︓PHRサービスへの価値観・ニーズの創造

メディカルジャパン2020 36



健康DBを活用した健康管理・医療の質向上 ＋ ビジネスモデル構築

3〜5
年

5〜10年

10年〜

•安全なDB構築／⻑期フォローに耐えうるデータ収集基盤整備（標準化）
•京大⇒全国の大学・モデルエリア
•同意に基づく研究対象者リクルート
•インセンティブ提供の基盤・ルールづくり

基盤

•大学生の健康・ライフスタイルの記述
•ライフスタイル改善の効果検証（体重）等
•記録、AIを用いたFBの効果検証（体重・意識調査）等

研究

•健康に関わる商品・サービスの販売促進
•顧客の確保ビジネス

数万人

数十万人

数千万⼈〜

フィールド／ビッグデータを前
向きに構築

社会実装できる場づくり

健康に対する意識の向上による
ヘルスケア産業の発展・拡大



まとめ

メディカルジャパン2020 38

•大学は最後の体系的な教育の機会
• 健康リテラシー教育、食育への取り組み

•食育の概念も含んだ「ヘルシー弁当」を展開
• 500kcal以下、野菜4種類以上、塩分3g以下のコンセプト弁当

• PHRを活用した「未来型ヘルスプロモーション」
• 自らのデータから自身の健康を維持増進する、新しい文化・価値観
の創造に取り組んでいる



関西広域連合が実施するセミナーをご聴講いただ
き、ありがとうございます。

自社のPR、共同研究開発を想定されている新技術・
新製品の内容、解決したい技術課題・相談内容など
がございましたら、発表者の氏名と併せて、電子メー
ルで以下の送付先へお送りください。

送付先 ： sangyoinfo@kouiki-kansai.jp
問合せ先 ：関西広域連合 広域産業振興局

TEL:06-6614-0950

関西広域連合からのお知らせ

mailto:sangyoinfo@kouiki-kansai.jp

