
研究主題：

大学生の健康実態の解明
（国際比較研究）
日本人の生活習慣病の実態調査

教授・センター長 山本 眞由美 Mayumi YAMAMOTO

研究のキーワード

経歴

研究の概要

学会活動・社会貢献活動 など

代表論文・著書

共同研究希望分野

学会活動：
全国大学保健管理協会（理事・国際連携委員長）
国立大学法人保健管理施設協議会（副会長、国際交流委員長）
日本糖尿病学会（認定専門指導医、学術評議員）
日本内分泌学会 （内分泌代謝科専門指導医、評議員、監事）
日本病態栄養学会（認定専門医） ほか

社会貢献活動：
岐阜県国民健康保険連合会 データヘルスサポート事業 審査委員
岐阜県糖尿病対策推進協議会 幹事
岐阜大学医師会 代議員
岐阜県医師会 糖尿病対策委員会 委員長 ほか

賞罰 ：
1995年 日本女医会 研究奨励賞
1996年 米国内分泌学会 Travel Award
1998年 南フロリダ大学医学部 Superior Presentation Award
2009年、2015年 岐阜大学 職員表彰（優秀教育職員）
2013年 第29回国際女医会 Awards for Excellence

1987年 岐阜大学 医学部 医学科 卒業
1995年 医学博士(岐阜大学)
1995～98年 南フロリダ大学 医学部 生化学・内科学教室

ポスドク留学
（上原記念生命科学財団リサーチフェローシップ）

1998年 南フロリダ大学 経営学部
臨床医のための経営学修士(MBA for physicians)卒業
（フロリダ・日本研究所財団 奨学生）

1999～2003年 岐阜大学 医学部 第三内科 助手
2003～04年 岐阜大学 医学部附属病院 第三内科講師
2004年～現在 岐阜大学 保健管理センター 教授
2007年～現在 岐阜大学 大学院連合創薬医療情報研究科

医療情報学専攻 教授
2011年 同 医療情報学専攻 専攻長
2012年～現在 岐阜大学 保健管理センター センター長

若年成人におけるヘルスプロモーションは、生涯に渡る健康度向上のみならず、国民の医療費
適正化、国力強化に有効であると考えられています。大学生の心と身体の健康実態を明らかに
し、課題を抽出しその解決策を提言するような研究成果を目指しています。南フロリダ大学を中
心とした国際共同研究を推進することにより、国際比較研究も進めています。また、岐阜市民の
無作為抽出による糖尿病実態調査(Gifu Diabetes Study)も進めています。
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若年成人の心身の健康に関する分野、国際共同研究や国際貢献研究 などを希望します。

「大学生の健康ナビ -キャンパスライフの健康管理-」 監修 山本眞由美（岐阜新聞社発行）（和文著書）
「Health Management on Campus」 Publish Chief: Mayumi Yamamoto (Publish: GIFU SHIMBUN)（英文著書）
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