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　会員の皆様には、日頃より本会の運営等につきまして、ご協力とお力添えをいた
だき、厚くお礼申しあげます。また２月21日に開催しました第19回研究協議会に
は、全国よりたくさんの方々にご参会いただき、おかげさまで成功裏に終了するこ
とできました。重ねてお礼申し上げます。
　子どもの健康課題が時とともに変わり、多様化・複雑化する中で、養護教諭は、
こうした健康課題に対応し、学校教育の中で大きな役割を果たすことが求められて
います。

　研究協議会のフォーラムでは、養護教諭の専門性をどのようにとらえ、専門性と意識して実践されたこと
から「専門性の深化とは・・」について、シンポジストの先生方から、提言していただきました。発表いた
だいた実践をご自分の実践と重ね合わせて考えられた方も多かったと思います。平成20年の中央審議会答申
において養護教諭の役割の明確化が図られ、学校保健活動において養護教諭は中核的な役割が求められると
されことの意義を改めて感じました。
　養護教諭は「養護をつかさどる」専門職として、その専門性をフォーラムの中でも「進化」「深化」「拡
大」と表現されましたが、子ども達の健康と発達のニーズに寄り添うことを起点として「養護」という機能
を拡大させてきているということです。実践の積み上げが「実践力」の更なる向上につながっていくもので
あり、養護教諭が学校保健の中核的な役割を果たし、そして学校保健を推進していくリーダーとしての力量
を向上させることにもつながっていくものと確認できました。
　一人一人、そして相互に養護教諭の実践力をあげる資質向上の取組も重要であると思っています。今年度
も日本養護教諭養成大学協議会会長の岡田加奈子先生をはじめ副会長、事務局長をお迎えし、「養護教諭の
資質向上を考える会」を開催することができました。短い時間ではありましたが、大学と学校現場との連携
強化を図り、養護教諭の実践力向上のために、情報交換をはじめとして、有意義な時間にすることができた
と思っています。
　また、皆様に協力いただいた調査をもとに文部科学省に養護教諭の研修の制度化、複数配置の推進等につ
いて要請要望を行いました。
　本会では、養護教諭の資質向上を図るために、「研鑽を積んでいくこと」の一翼を担いたいと考えており
ます。各研究会そして会員の皆様、これからもご協力よろしくお願い申し上げます。

第63回全国学校保健研究大会　表彰式にて
（平成25年11月７日　於秋田市）文部科学大臣表彰

佐藤　静江先生（栃木県）　波多　幸江先生（新潟県）　川端　典子先生（滋賀県）　
内藤ひとみ先生（大阪府）　唐木美喜子先生（兵庫県）　井駒　洋子先生（岡山県）　
武藤　順子先生（佐賀県）　髙本　恵子先生（宮崎県）

受賞おめでとうございます

祝
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　日頃より学校薬剤師の職務遂行に当たり、養護教諭の皆様方にご協力いただいている
ことに心より感謝しています。学校薬剤師が学校保健に関わるきっかけはある小学校が
不用意に他の容器に移し替えた毒性の強い薬品を誤って児童に服用させ、死亡させてし
まったことから学校での薬剤師の必要性が提唱され、今日に至っています。学校薬剤師
は学校環境衛生検査に関与していますが、その完全実施には至っていません。そこで、
平成21年４月から施行された「学校保健安全法」では学校環境衛生基準は文部科学大臣
が定めるものとされ、法制度からも整備されました。その後５年が経過しましたが、改
めて全国の状況を見ますと、残念ながらまだ満足できるような状況ではありません。

　そこで、日本薬剤師会学校薬剤師部会では各県への新たな若手学校薬剤師リーダーの育成や学校薬剤師に求めら
れている職務全般、①学校保健計画及び学校安全計画の立案への参与②学校環境衛生検査への従事③学校の環境衛
生の維持及び改善に関する指導助言④学校保健安全法第８条、９条の健康相談及び保健指導への従事⑤学校で使用
する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料に関する指導助言等の職務を網羅したＤＶＤの作成
等の諸施策を実施中です。
　学校環境衛生検査に関しては日常点検が重要です。日常点検の管理については養護教諭の先生方の関与するとこ
ろが大きいと思います。学校薬剤師は日常点検で浮かび上がった問題点を定期検査で再確認するという作業を進め
ています。検査の結果を受け、学校環境衛生基準に基づいて指導助言をしますが、時によっては大きな予算措置を
伴うような改善の指導助言をすることもあり、財政的に困難なこともあると思います。改善の重要度に応じて徐々
に進めて頂き、学校環境衛生の向上に役立て、児童生徒のために役立てて頂けることを心より願っています。
　今年に入ってから全国各地でノロウイルスの集団発生が見られます。ノロウイルスについては感染防止が最大の
対処法です。うがい手洗いの励行と吐しゃ物の適正処理については学校薬剤師にご相談ください。最近いろいろな
殺菌剤等が発売されていますが、必ず安全性を確認してください。近年は各種情報が氾濫しています。正しい情報
を専門家から入手し、日常の業務にお役立てください。
　終わりになりますが、養護教諭連絡協議会の益々のご発展と養護教諭の皆様方のご活躍を願っています。

　養護教諭の役割が、その時代における子どもたちの抱える健康問題によって変
化し、近年では健康の管理的側面や、健康に関する教育的側面、社会環境や生活
環境の変化による新たな健康問題への対応と多様化・深刻化する中で、学校教育
にご尽力いただいていることに敬意を表します。私たち保護者にとっても子ども
たちにとっても大切な存在であることは言うまでもなく、日々の健康相談・保健
指導等に感謝を申し上げます。
　養護教諭の保健室での教育活動は多岐に渡り、学校で病気やけがをした時に適
切な処置を行ったり、児童生徒の健康管理や調査の他、悩みを抱えて保健室に
やってくる子どもの相談相手になるなど、カウンセラー的な役割も担っています。また、特別な配慮や支援
を要する児童生徒の増加により保健室は大変重要な受け皿としての役割があり、居場所としてもよく話を聞
いてくれる場としても大切な存在であります。
　また、養護教諭はコーディネーターとしての役割も担っていると感じています。学校内の連携を基本とし
て、家庭や医療機関、地域の関係機関と連携を図り、児童生徒への適切な対応を行うことにより、より効果
的な支援を展開されることが期待されています。このように、これからの養護教諭の役割は益々重要である
と思われます。
　貴協議会が、今後も養護教諭の高い専門性と資質向上のための情報発信源となり、実践事例や研究大会を
通じ、養護教諭の拠り所となり、研鑽の場としての更なる充実に努められることをご期待し、また益々の発
展をご祈念申し上げます。

全国養護教諭連絡協議会に望むこと全国養護教諭連絡協議会に望むこと全国養護教諭連絡協議会に望むこと
公益社団法人日本薬剤師会理事　学校薬剤師部会長　村松　章伊

公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会会長　尾上　浩一



　子どもの頃からものの成り立ちや仕組みに興味を持った少年が、その後、植物、
鉱物採取、アニメーション制作、ロケット制作など様々なことに取り組んできま
した。他人を喜ばすことが大好きだった少年が、やがてプラネタリウムに興味を
持ち、ギネスにも認定された世界最高峰のプラネタリウム「MEGASTAR」を完
成させました。その経緯と課題克服、そして今後の展望について大変興味深いお
話をうかがいました。

第19回研究協議会報告 平成26年2月21日（金）メルパルクホール東京

「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する
 　　　　　　　　　　　　　　～養護教諭の専門性の深化を求めて～

プラネタリウム・クリエーター(有)大平技研代表取締役
和歌山大学客員教授　相模女子大学客員教授　大平　貴之氏

「地上最高の星空づくりを目指して　～MEGASTAR開発ストーリー～」特別講演

　本研究協議会の主題「時
代の変化に対応した養護教
諭の役割を追究する」のも
と、千葉大学教育学部養護
教諭養成課程教授岡田加奈
子先生をコーディネーター
に迎え、それぞれの分野で
実践を積まれている３人の
養護教諭から意見を発表し
ていただきました。

　これからの養護教諭が学校保健活動全体に効果的な役割を果たすためには、保健室経
営に取り組む必要があると説かれ、課題解決型の保健室経営計画の作成手順についてお
話をいただきました。

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
健康教育企画室健康教育調査官　岩崎　信子先生

「健康教育の推進と養護教諭の役割～養護教諭の職務と保健室経営～」基調講演

「養護教諭の専門性の深化を求めて」フォーラム

主題

＜保健管理＞千葉県香取市立佐原小学校　小林　芳枝先生（左）
＜保 健 教 育＞大阪市立御幸森小学校　　　松永かおり先生（中）
＜保健室登校＞静岡市立伝馬町小学校　　　秋澤　真里先生（右）

平成25・26年度 理事の紹介

北海道・東北ブロック
宮城県

仙台市立生出中学校
杉山　祐子

近畿ブロック
滋賀県

大津市立栗津中学校
松崎　典子

関東ブロック
栃木県

宇都宮中央女子高等学校
齋藤　真由美

中国・四国・九州ブロック
愛媛県

松山市立石井小学校
大北　幸子

中部ブロック
静岡県

富士高等学校
高橋　浩子
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○健康相談の事例数は、校種別に比較すると、中学校・高等学校が多い。図１に示した事例内容では、どの校種
も「人間関係」、「身体の健康に関すること」、「頻回来室者」の割合が高いが、中学校・高等学校はさらに
多岐にわたっていることがうかがえる。また、今年度、事例の内容に新たに「身体の健康に関すること」を加
えたが、幼稚園・小学校・特別支援学校で、一番高い割合を示した。

平成24年度 養護教諭の職務に関する調査
会員の20％を対象に、アンケート調査を行った結果です。

健康相談について
〈校種別、健康相談を行った事例の内容〉

幼 稚 園
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図１　校種別、健康相談を行った事例の内容
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○図２に示した健康相談の悩み・問題点としては、「自己の知識や力量に不安を感じる」と回答したのは、年齢
層が若いほど高率であった。また、「心の健康問題が増加・多様化している」の回答は、年齢層が上がるほど
高率であるが、どの年代も高い割合を示している。今日の健康課題に対応する研修の充実と、さらなる資質の
向上が必要であると考える。

< 年代別、健康相談を行う上での問題点や悩み >
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図２　年代別、健康相談を行う上での問題点や悩み

自己の知識や力量に
不安を感じる

心の健康問題が
増加・多様化している

時間の確保が難しい

プライバシーを確保できる
相談室がない

保護者とのかかわり方
が難しい

担任との共通理解・
連携が難しい

校内等の体制づくりと
共通理解・連携が難しい

校医の健康相談の
実施が難しい

関係機関との連携が難しい

問題点や悩みはない

　研究誌「瑞星９号」発行に向けて、前島洋子編集委員長を中心に編集委員会が始動しています。今回は
「養護教諭のレベルアップに必要なことは　～平成23年度調査結果　保健室利用状況に関する調査報告書か
ら～」というテーマで、①保健室登校②健康相談③保健管理④危機管理の４つに分けて、会員の先生方から
事例を出していただきました。皆様に活用され、お互いに学び合える研究誌を目指して作成中です。

研究誌「瑞星９号」発行に向けて

瑞星編集員
委員長　　　前　島　洋　子（笛吹市立石和南小学校）
副委員長　　川　浦　民　子（高崎市立寺尾小学校）
　　　　　　小松澤　貴代美（茨城県立牛久栄進高等学校）
　　　　　　田　中　菜穗子（さいたま市立大成中学校）
　　　　　　日　高　亜希子（船橋市立二宮小学校）
　　　　　　山　田　百合子（伊勢原市立伊勢原小学校）
　　　　　　高　橋　裕　子（東京都立青山高等学校）
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◆愛媛県学校保健会養護部会
　本会は、昭和21年に「愛媛県養護教員協会」の名称で発足し、昭和42年に愛媛県学校保健会組織の一部
として「愛媛県学校保健会養護部会」の新たなスタートを切りました。本会の特徴は、幼・小・中・高・特別
支援の全校種の養護教諭、養護助教諭、本会の趣旨に賛同する者が加入していることです。現在の会員数
は559名。会長１名、副会長３名、理事長１名、理事７名、事務局３名、監事２名、県内16ブロックの評議員が
協力して運営をしています。数年前、役員選出・会則・事業分担等を見直し、県内を東予・中予・南予の３地区
に分け、それぞれに副会長をおき、活動の統括をしています。「えひめの子どもたちの健康の保持増進」の目
標のもと、「会員の資質向上」「機能する組織体制の活性化」を目指しています。活動は、研修部・研究部・編
集部の３部に分かれて行い、毎年担当を交代しています。役員全員が揃う評議員会（年間３回）が最高議決機
関となっており、審議及び承認・決議を行っています。
　８月には、「第39回愛媛県学校保健会養護部会研修会」を開催しました。
　午前中は、５つの分科会をもち、午後は基調報告、指導助言、講演会とたくさんの内容を盛り込みました。
この写真は、「保健指導」分科会の一コマです。「いのちを守る防災（養護教諭編）」をテーマに、私たちの
仲間の養護教諭が講師を務め研修をしているところです。その他に「シンポジウム」（連携と協力で進める感染症対策）・「保健室経営」（養護
教諭の実践と保健室経営計画の作成）・「救急処置」（共に学ぶCPR）・「健康相談」（幸せにつながる選択を説く心理学・カウンセリング）な
ど実践的な内容の分科会をもちました。また、午後は、滋賀医科大学の髙橋健太郎先生をお迎えし『月経困難症・子宮内膜症の現状と課題』
のテーマで御講演をいただきました。夏季休業中でしたが多くの会員に参加してもらうことができ、参加して良かったと好評でした。また、日
頃、平日の研修会への参加が難しい養護教諭のために、実践セミナーを10月､12月の土曜日に半日ずつ実施しました。専門職として、多様化する
職務をスムーズに遂行するために、生活習慣病予防や救急処置等の内容でスキルアップを行いました。県内３地区を毎年の持ち回りで実施し、
県内どの地域からも気軽に参加できるようにしています。
　その他に調査研究を進める研究部では、今年度『学校保健委員会』をテーマに資料づくりをしました。会員から寄せられた『学校保健委員
会』に関する様々な資料をCDにまとめ、各学校に配布しています。毎年２月にその年度のまとめとなる『会報』を編集部が担当し作成していま
す。今年度で第52号となりました。
　私たちは、県内どの地域、どの校種においても、仲間との輪を大切にし、愛媛の養護教諭の誇りと自信をもって多岐にわたる執務と真摯に向
き合い、生涯にわたり心身ともに健康でたくましく生きる児童生徒の育成を目指して研鑽に努めていきたいと思います。

（文責　愛媛県学校保健会養護部会　会長　大北　幸子）

◆名古屋市学校保健会養護教諭会　
　昭和23年４月に発足した名古屋市養護教諭会は，昭和38年５月に名古屋市学校保健会に加入し，現在に
至っています。名古屋市立の小・中・特別支援学校・高等学校の養護教諭433で構成されていますが，小中学
校養護教諭会（小・中・特別支援学校）と高等学校養護教諭会（高等学校）はそれぞれに活動しています。
＜小・中学校養護教諭会＞
　市内16区が区ごとにテーマを決め，養護教諭は全員，共同研究という形で研究（３年継続）に取り組んでい
ます。平成25年度は，いのち・心の健康に関する内容（４区），安全に関する内容（４区），基本的生活習慣に
関する内容（３区），保健学習・保健指導方法の工夫に関する内容（２区），児童生徒保健委員会に関する内
容（２区），歯と口の健康に関する内容（１区）で研究に取り組みました。毎年，学校保健研究発表会におい
ては，共同研究３年目にあたる区の中から代表１区（25年度は天白区）が口頭発表を行っています。　　　
　各区の共同研究のまとめは，研究集録“まど”として発刊しています。さらに，共同研究で作成した指導資
料は名古屋市の養護教諭の誰もが活用することができるようにと，資料集（CD）を作成し，研究集録“まど”
と同様，市内全校に配付しています。資料に関する情報データを共有し，養護教諭が他区で作成された資料
を活用して実践を行っていけば，研究該当区のみならず他区の児童生徒の健康教育推進に役立つものととらえています。
　養護教諭会の中に，調査研究部会を設け，「保健室の利用状況調査」と「養護教諭に関わる実態調査」を毎年実施し，集計・分析を行ってい
ます。全市の養護教諭の協力により，提出率は100％となっています。
　25年度の「養護教諭に関わる実態調査」は食物アレルギーを取り上げました。現在，調査研究部員の先生方の協力を得ながら，ヒヤリ・ハッ
ト事例の集約・分析を行っているところです。ヒヤリ・ハット事例から学んだことがらを全市の養護教諭で共有することにより，各学校のアレル
ゲンを含む食品の誤食防止・接触防止につなげることができるようにしていきたいと考えています。
＜高等学校養護教諭会＞
　名古屋市立の高等学校は14校（うち定時制課程併設校２校）あり、そのうち10校で複数配置がなされています。会員数は26名です。小規模で
あるため活動の範囲も限られていますが、各校の実態に即して専門性を発揮できる養護教諭を目指し、一人ひとりの資質の向上を図ることを目
的としています。年に２回の研修会を設定しており、今年度第１回目は、キーストーン法律事務所弁護士　菅原哲朗先生をお招きして「学校ス
ポーツ事故判例にみる養護教諭の救急処置」の講演をしていただきました。危機管理・安全対策の視点から、現場の養護教諭が知っておくべ
き指針について学びました。
　第２回目は、NPO法人チャイルドラインあいち事務局代表理事　高橋弘恵様をお迎えし、「電話相談から見えてくる子どもの現状」について
講演していただきました。保健室と電話相談それぞれの場で見せる子どもたちの本音や実態について意見交換し、どのように支援していくかを
話し合う有意義な場となりました。また、自主勉強会も年２回程度開催しています。昨年度から２年続けて「事例検討会」をテーマに、課題を抱
えた生徒への対応に関する知識と理解を深める討議を行っています。
　これからの時代に柔軟に対応できる養護教諭として、会員同士の交流を密にしながら、個々の成長を全体で共有できるよう研究成果をまと
めていく必要性も感じています。

（文責　名古屋市学校保健会養護教諭会　会長　加藤　和美）

研究会交流コーナー

【研究集録“まど”と資料集（ＣＤ）】

全国養護教諭連絡協議会（6） 平成26年3月31日 第68号



◆神戸市養護教諭研究会
＊本会は、昭和23年に「神戸市養護教員研究会」の名称で発足し、昭和47年から名
称を「神戸市養護教諭研究会」とし、今年度で65年を迎えました。
＊神戸市立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の全養護教諭350人
が加入している職能団体です。
＊「学校保健の推進」と「会員の資質向上」を目指す教育研究団体として、自立し
た活動をしています。
＊運営は、役員９名と理事19名とが協力して行っています。
＊全会員が一堂に会し、年４回の研修会（１学期・２学期・３学期定例研究会と夏季研修会）を神戸市教育委員会と共
催で開催しています。
＊各校種の部会での研修会も毎年、数回開催しています。
＊ホームページ（神戸市教育委員会イントラ）を開設し、会員相互の情報共有に役立てています。
＊各校種の部会や区会単位で数年かけて研究をすすめ、その成果を順番に３学期定例研究会で発表すると共に、研究誌
「神戸市養護教諭研究の実際」にまとめ掲載しています。
＊研究誌は、今年度第61号発刊となりました。研究誌を通して、会員相互が知識や情報を共有し、養護教諭全体の専門
的力量の向上につなげています。

　私たち神戸市養護教諭研究会のテーマは「子供たちの心と体が健やかに成長するための教育を目指して、養護教諭一
人一人が資質の向上を図る」です。これからも期待に応えられるように、日々研鑽を重ね、専門性を生かした指導力や
実践力を高めていき、「資質の向上」を合言葉に、神戸市養護教諭研究会を更に発展させていきたいと思っています。

（文責　神戸市養護教諭研究会　会長　鍜治　佐知子）

◆京都市養護教育研究会
　本会は，昭和23年10月１日，「養護教諭が行う仕事はすべて教育活動そのものである」との考えより，それまでの「養護教員同
好会」を発展的に解消し，教育研究団体として「京都市養護教育研究会」が誕生しました。今も先輩諸姉より歴史と熱き思いを
引き継ぎ，養護教諭の専門的知識や技術の習得とともに教育職として研究活動を進めています。
　平成25・26年度は研究主題を「生涯にわたって命を慈しみ，心身ともにたくましく生きる子どもの育成を目指して」とし，ヘルス
プロモーションの理念に基づいた養護教諭の行う健康教育のあり方や，養護教諭の職務を研究しています。そして実践研究によ
り，各校における学校保健と健康教育の推進を図り，養護教諭の資質の向上を目指しています。
①支部・グループ研究
　毎月１回の支部会（小学校16支部・中学校８支部・高等学校１支部）とグループ研究会（総合支援学校）は，養護教諭の専門
性を活かした具体的な教育実践の内容及び方法について，各支部・グループの研究代表者を中心に，校種・地域の特性や実情
に合わせた研究を進めています。研究の成果は，「研究のあゆみ」にまとめて発刊し，毎年３月にテーマ別・校種別の８分科会に
分かれた研究協議と全体会からなる研究協議会を開催しています。そして，支部研究の中で特に高い評価を得た研究を，1年後
の近畿養護教諭研究協議会班別研究協議会の発表班とする方法を採用後は，他支部の研究から学ぶ姿や，よりよい内容となる
よう研究を深めようとする姿勢がますます見られるようになっています。
②公募研究
　公募研究は，全会員から研究委員を募り，先進的な課題に焦点を当てた研究活動を行っています。平成23・24年度は，「養護
教諭が関わる性に関する指導～新学習指導要領に沿った指導のあり方を探る～」として性に関する指導研究委員会を開催し，
小学校における性に関する指導を中心に研究を進めてきました。25・26年度は，小学校の指導を踏まえ，縦のつながりと発達段
階を考慮し，中学校における性に関する指導を中心に研究を進めています。
③会員研修会とパワーアップ研修会
　会員の多くが，職務に関わる今日的課題や先進的な研修を求めていることから，今年度は，９月に臨床心理士による「家族療
法」について，１月に専門医による「子どもの身長をのばすためにできること」について研修会を実施しました。また，養護教諭
が日々の実践を活かし学び合うパワーアップ研修会を２回実施しました。会員の実践発表の場として，また，校種や支部の枠を
超えた校種間の理解や連携を研修する場として今後も続けていきたいと思います。
④情報共有と情報交流
　会員数は約290名と多くはありませんが，政令指定都市の特徴を活かした活動を展開しています。月に１回幹事会が開催され，
タイムリーな情報共有や交流を行っています。幹事はその後，月１回開催される支部会で幹事会報告を行い，同時に支部の研究
代表者を中心に研究が進められています。また，養研だよりやHPを通して情報発信を行い情報共有をしています。さらに，保健
室に配置されているコンピュータを通して，これまでの取組や執務に関する書類などを共有するフォルダを開設し，日々の執務に
活用したり知的財産として保管したりしています。
　私たちは，本会名称の由来でもあります「養護教諭は教育者である」という信念を受け継いでいるだろうかといつも自問自答
しています。これからも諸先輩方が歩んでこられた軌跡を大切にしながら，時代のニーズにも対応していけるよう研究会活動を
充実させていきたいと考えています。

（文責　京都市養護教育研究会　会長　稲葉　章江）
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