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研究の概要
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。

南フロリダ大学医学部
との協定締結

代表論文・著書
「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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共同研究希望分野
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。
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