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研 修 の 充 実 を
全国養護教諭連絡協議会
副会長

村井

伸子

会員の皆様には、日頃から本会の活動への深いご理解とご支援・ご協力をいただき
ありがとうございます。また、7月28日、29日、30日に開催しました第19回研修会に
は、３日間で延べ293名の皆様のご参加をいただきました。初日はちょうど関東の梅
雨明けの日となり、前日までのぐずついた天気が一転、参加者の皆さんの意欲や思い
も重なり、大変熱く中身の濃い３日間となりました。心より感謝申しあげます。
さて、児童生徒等の健康課題が多様化、深刻化する中、「チームとしての学校の
在り方と今後の改善方策について（平成27年12月中央教育審議会答申）」にも示されたように、養護教諭
は、その課題解決のために専門的な知識や技能を生かし、健康面だけでなく生徒指導面でも大きな役割を
担っています。そして、学校内外の連携体制においては、中心的かつコーディネーター的な役割を果たして
おり、今後はスクールカウンセラー等の専門スタッフと協働し、チーム学校を支えていくことが求められて
います。私たちは、常にそのことを意識し、専門的な知識・技術をはじめ必要な資質能力を高めていくこと
が大切だと考えます。本会では、今後も養護教諭の資質向上を目指し、様々なニーズに合った研修会や研究
協議会を計画していきたいと考えています。
８月４日、５日に滋賀県で開催された平成28年度全国養護教諭研究大会において、養護教諭研究大会とし
ての開催は今年度をもって一区切りとなり、来年度からは全国学校保健・安全研究大会に吸収されることの
報告がありました。全国学校保健・安全研究大会が一層充実・発展することが期待されます。同時に、本会
の活動の中心となる研修会、研究協議会にも今まで以上に多くの会員の皆様にご参加いただき、もっともっ
と充実させていければと思います。
今後とも各研究会・会員の皆様のご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

平成28年度 役員
この４月、常務理事の松木富美代先生が副校長
に昇進されました。
今年は、９人で会
を運営して参りま
す。微力ながら頑張
りますのでご支援・
ご協力よろしくお願
いいたします。

事務局次長が交代しました。
平成26年度より事務局次長として勤務してこら
れました鈴木ますみ先生に代わり、平成28年４月
より米元まり子先生が着任されました。
鈴木先生ありがとうござい
ました。

事務局長とともに
頑張って参ります。
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養護教諭と学校薬剤師の活動
養護教諭と学校薬剤師の活動
公益社団法人

日本薬剤師会

常務理事

村

松

章

伊

昭和５年３月、小樽市の小学校で風邪をひいて体調を崩した児童にアスピリンを服用させ
るつもりが誤って塩化第二水銀（昇汞）を服用させ、その児童が亡くなるという痛ましい事故
が発生しました。しかし、その事故の責任を追及するのではなく、二度とそのような事故を起
こさないようにすることが優先されるべきであり、そのためには多くの薬品を備蓄している学
校に薬剤師を配置すべきである、という薬剤師の提言が採り入れられ、学校薬剤師が誕生し
ました。学校薬剤師はその誕生の経緯から当初は薬品管理が主な職務であったが、公衆衛
生分野での専門性を活かしてプール水や教室の空気環境等の環境衛生分野が主体となりま
した。昭和39年、
「学校環境衛生の基準」として学校環境衛生の行政の指導指針が示されま
した。学校環境衛生の維持・管理は、健康的な学習環境を確保する観点から重要であり、学
校薬剤師による検査の実施及び指導助言等により改善が図られてきてはいましたが、学校環境衛生の基準に基づいた検
査が完全に実施されていない状況が確認され、その位置づけをより確実なものとするために「学校保健安全法」が平成
21年４月から施行され、その第６条では「児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」と
して「学校環境衛生基準」を文部科学大臣が定めることになりました。更に、
「校長は、学校環境衛生基準に照らし、学
校の環境衛生の基準に関し適性を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又
は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする」と明記されました。
公害のように極端な例を持ち出すまではありませんが、学校環境衛生は児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進
を図るためには健康診断と同様に重要です。
学校薬剤師が学校で十分な活動をするためには学校職員、特に学校で唯一の保健衛生専門職である養護教諭の皆様
の協力は不可欠です。学校の日常点検で問題を感じたときは学校薬剤師に相談し、必要に応じて臨時検査又は定期検査
に繋げて頂き、何らかの措置等の必要性を確認して優良な環境衛生を確保して頂きたいと思います。
学校薬剤師は養護教諭の皆様の身近な協力者です。養護教諭の皆様方とはこれからもより一層連携を高め、児童生徒
等及び職員の皆様の健康・安心・安全を守っていきたいと思います。

全国養護教諭連絡協議会に思うこと
全国養護教諭連絡協議会に思うこと
全国学校保健主事会

会長

東

邦

裕

全国養護教諭連絡協議会の皆様方には、平成３年の発足以来、全国養護教諭の研究組織
として、研究協議会・研修会の実施、研究誌や会報の発刊など、長年にわたり児童生徒の今
日的な健康課題を解決すべく、真摯に研究を積み重ねられ、学校保健教育に多大な貢献をさ
れてこられたことに心から敬意を表します。
また、平素より全国・各地方学校保健主事会と深く連携していただき、学校保健活動の推
進にご尽力をいただいておりますことに深く感謝いたします。
さて、近年の社会環境や生活環境の急激な変化は、児童生徒の心身の健康に大きな影響
を及ぼし、その健康課題は、複雑・多様化しています。このような諸課題の解決を図るために
は、児童生徒を取り巻く環境づくりと学校、家庭、地域社会、関係諸機関が連携を図り、組織
的な取り組みを推進して適切に対応することが、今まで以上に必要となってきています。
このような中で、専門職として養護教諭は、先の中央教育審議会答申において、
「学校保健活動の推進にあたっては、
中核的な役割やコーディネーターの役割を担う必要がある」とされ、一方、保健主事について同答申は、
「充て職であるが、
学校における保健に関する調整にあたる教員として、全ての教職員が学校保健活動に関心を持ち、それぞれの役割を円
滑に遂行できるように、指導・助言することが期待できる職員の配置を行う」と提示されおり、いわば学校保健活動推進
の両輪・原動力、中核的な教員として期待されています。兼務（全国平均で40％）の方もおられますが、養護教諭がコー
ディネーターとして、保健主事がマネージャーとして、より良い綿密な連携を図り、
「全ては、児童生徒の健やかな成長のた
め」ということで取り組んでいただくことを願っています。かつては保健主事の机が、保健室にもあり、そこで役割分担・意
思疎通を図っていたと聞いております。
教育現場では、常に「学力の向上」が叫ばれていますが、心と身体の健康（気力や体力）なくして、学力の向上はありえな
い！！特にいじめ・不登校・薬物乱用他、教育課題が、大きな社会問題となっている今こそ、心と身体の健康が、道徳教育
の推進とともに最重要課題であり、学校長の強いリーダーシップのもと、学力向上・学校秩序安定の基礎となる心と身体
の健康づくりに邁進していただきたいと思います。
全国学校保健主事会といたしまして、学校保健に関する様々な課題に対して、貴会とより一層連携を図り、解決へと取り
組んでまいります。
結びに、全国養護教諭連絡協議会の益々の発展と貴会の皆様のさらなるご活躍を祈念申しあげます。
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平成28年度

総会報告

○出 席：53研究会 （全研究会出席）
○議
長 齋藤 寛子
（秋田） 森山みちる
（東京）
議事録署名員 小田切優美
（長野） 西木 澄江
（大阪）
記
録 花立 理恵
（鹿児島） 安達 美樹
（島根）
○議 事
⑴ 平成27年度事業報告
承認
⑵ 平成27年度会計決算報告
承認
平成27年度会計監査報告
⑶ 平成28年度役員報告
⑷ 平成28年度基本方針
承認
⑸ 平成28年度事業計画
承認
⑹ 平成28年度会計予算
承認
⑺ 平成28年度監事･委員選出について
○諸連絡
⑴ 第19回研修会について（村井副会長）
⑵ 第22回研究協議会について（岡本副会長）

第18回

学校保健連絡協議会報告
演題
講師
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日時 平成28年6月18日（土）
会場 ヒューリックカンファレンス
⑶
⑷
⑸
⑹

調査研究について（網常務理事）
会費納入について（山下会計）
熊本県養護教諭研究会へお見舞い（木嶋会長）
平成28年度全国養護教諭研究大会について
（木嶋会長）

会長挨拶

議 長

健康診断に関する講演

各ブロック情報交換会の様子

日時 平成28年6月18日（土）
会場 ヒューリックカンファレンス

「成長曲線に基づく児童生徒等の健康管理・指導支援について」
東京女子医科大学 名誉教授 村田 光範 氏

（講演内容より）
身長・体重成長曲線と肥満度曲線から何が分かるのか
１ 適正な成長の確認
２ 極端な成人低身長になる可能性のある児童生徒の早期発見と早期対応
３ 病気が原因である肥満の早期発見と早期対応
４ 単純性進行性肥満の早期発見と早期対応
５ 病気が原因であるやせの早期発見と早期対応
６ いじめや虐待を受けている児童生徒の発見
※上記すべてに漏れなく対応することはできない。限界があることも事実である。

平成28年度

全国養護教諭研究大会報告

日時 平成28年8月4日（木）〜5日（金）
会場 滋賀県大津市 滋賀県立劇場びわ湖ホ−ル 等

平成28年度全国養護教諭研究大会は、８月４日、５日の２日間、全国から
1,000人を上回る参加者を迎え、大津市において盛大に開催されました。大会
は、近江商人の「三方よし」の精神にならい、参加者に「見てよし 知って
よし 笑顔よし」と感じてほしいという滋賀県の養護教諭のみなさんの温か
い出迎えでスタートいたしました。記念講演では、鳴門教育大学 特任教授
森田洋司氏から「今、豊かに生きぬく力を育むために」という演題でお話を
いただきました。２日目は、課題別に、発表と質疑応答、指導助言の構成で
８つの会場で研究協議が熱心になされました。
全国養護教諭研究大会の特色である開催県の滋賀県養護教諭研究会の企画展は、
校種間の連携や実践の共有化、さらには地域ごとの研究の成果がパネル等にまと
められていました。
37回を数える全国養護教諭研究大会は、日本最大の湖、琵琶湖があり、歴史の
舞台となってきた滋賀県大会が最後となり、来年度は、全国学校保健・安全研究
大会へ統合発展的に吸収合併されます。
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第19回研修会報告
第19回研修会は、７月28日から７月30日までの３日間６名の講師をお迎えしヒューリックカンファレンスで開催され
ました。北海道や九州からの参加もあり、参加者の皆さんの研修意欲を感じました。さらに、講義後の感想の中には大
変有意義で参加費以上の講義だったという声もあり、運営スタッフとしてやりがいを感じた研修会となりました。収容
人数を超える申し込みがあり、人数制限を余儀なくされたことは申し訳ありませんでしたが、次年度も養護教諭の資質
向上につながる研修会を企画していきたいと考えています。どうぞ、ご参加ください。

7/28
（木）

講義Ⅰ

講義Ⅱ

「全身の健康に密接に関連する歯・口の健康づくり」
〜科学的根拠に基づいた関連性について〜
講

師

日本大学歯学部
学部長 前野 正夫先生

講義内容より
◎歯科の二大疾患 ◎歯周病について
◎歯周病と全身との関連性について
◎思春期の子どもたちを対象にした歯・口
の健康づくりについての意識調査結果

■受講者感想

・歯周病と全身疾患の関係が研究結果をまじえながらとて
もわかりやすかった。特に学校歯科保健の思春期の生徒
へのアプローチは、保健だより作成の参考になった。
・口腔内の環境が、全身の健康に大きな影響があることを
改めて学ぶことができた。子供たちや周囲の方々にすぐ
に伝えたいことがたくさん学べた時間だった。
・私が勤務しているのは、肢体不自由の特別支援学校なの
で、口腔ケアと誤嚥性肺炎との関係について、大変参考
になった。口腔ケアの実践を、さらに進めていかなくて
はならないと感じた。
・これからの歯科保健を進めていく上で方向性がはっきり
した。〈科学的根拠を教えていただいたので〉
・歯周病がこれほど全身の健康に影響を及ぼす事に驚いた。
職員の健康管理にも生かしていきたい。

７/29
（金）
講

講義Ⅲ

講

師

長野市立戸隠中学校
校長 岡本 伴子先生

講義内容より
◎養護教諭に必要な力とは
◎学校運営と養護教諭
◎健康教育の推進
◎環境作りは大切

◎置かれた場所で咲きなさい

■受講者感想

・「問題・課題に気づく、見出す力」「周囲の力を借りる力（＝
連携力・調整力）」「状況が辛くてもそこから自分にできる事
を見つける力」「何でも楽しんで取り組む力」岡本先生のお話
を聞いて、私が今後身につけていきたい力が見つかった。子供
の将来を見ながら、今の関わり、働きかけを大切にしていきた
い。
・「自分が動き始めると回っていく」という言葉が印象的だった。
・岡本先生の講義を聞いて職場を見る視点が少し広がった。組織
の一員として自分に何ができるのか、考えさせられた。
・岡本先生の明るいお人柄で、楽しく聞かせていただいた。その
裏ではたくさんの努力をされているのだと思う。先生のいろい
ろなエピソードとパワーをいただき明日からまた頑張りたい。
・養護教諭を経て校長となられた岡本先生の話はとても勉強に
なった。視野を広げて保健室運営、学校経営に関わっていきた
い。

「これで自信がつく、
保健室で最低限やって
おきたいこと」

師 花見川中央クリニック 院長 北垣

講義内容より

「学校運営と養護教諭」

毅先生

◎保健室にあったら便利なグッズ ◎THE MONSHIN（問診）
◎頻繁に頭痛を訴える ◎脳腫瘍は見逃されやすい ◎２度熱傷はすぐに受診？
◎一番よい冷やし方は

・日常の応急処置や対応についての確認と不安解消のために、受講しま
■受講者感想
した。新しい情報を得ることができ執務の見直しができた。日頃不安
・北垣先生のご講義をお伺いするのは３度目ですが、今日もあっという
に思うことが多くありましたが、北垣先生のお話の中で「これで良
間でたくさんのことが参考になった。養護教諭の悩み不安、実情を分
かった」「こうすれば良い」などの気づきが有り、背中を押していた
かってくださる北垣先生のお話は実践的でした。来年も是非お願いし
だいたように思う。
ます。
・来て良かった、参加して良かったと思える講義でした。日常執務で ・頭痛についても詳しく説明していただき、夏休み明けの手当や保健指
導に役立ちそうです。保護者説明も自信を持ってできそうに思った。
困ったり迷ったりすることの答えがあり、自分がやってきたことを振
・すぐに使える判断基準をたくさん伺えて、参加できてとても良かった。
り返る良い機会になった。北垣先生が校医だったらうれしいです。
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「学校現場で、子どもの安心・
講義Ⅳ
自信・自由を守るために」
〜弁護士の子どもの権利擁護実践から〜

講

師

講義内容より

法律事務所 たいとう 弁護士 佐藤

香代先生

◎児童虐待とその現状
◎2016年児童福祉法改正のポイント
◎傷ついた子どもたちに寄り添う ◎子どもたちと共に生きる私たちに何ができるか

■受講者感想

・しっかりと法律を学ぶことができ、知らないことを学ぶことができ ・傷ついている子供、帰る家のない子供の「子供シェルターが必要」
た。子供に寄り添うには、ありのままの子供を受け入れることが大
な生徒に対してケース会議を適切に行い、つなげていくことが必要
事であることが分かった。
であると思った。
・先生の講義では、仕事だからというのではない先生の子供を守ると ・法律そして事例、ＤＶＤなかなかお聞きすることができないお話を
いう情熱も感じた。お話も上手で大変聞きやすかった。「聴く」こ
伺えて良かった。事件を犯した子供のお話は、普段の保健室対応と
との大切さを再確認した。子供の人権（安心・自信・自由）を心に
同様だととても参考になった。親身に聴くことができる大人でいた
とめ子供たちと向き合っていきたい。「無条件に受け止めてくれる
い。
人」になっていけたら良いと思った。今日の講義を学校や生徒の実 ・弁護士さんがこんな風に子供たちと関わって支援されていると初め
情に合わせ、養護教諭の立場から提案していきたい。
て知った。自分も子供を支えることができる力を持っていたい。

7/30
（土）
講

講義Ⅴ

「リスクマネジメントと
ヒューマンエラー対策」

自治医科大学医学部

師 メディカルシミュレーションセンター センター長
医療安全学
教授 河野

龍太郎先生

◎リスクマネジメント
講義内容より
◎人間行動の背景要因
◎緊急時の行動と対応

◎ヒューマンエラー発生のメカニズム
◎ヒューマンエラー対策

■受講者感想

・ 目からウロコ の視点でした。楽しくあっという間の150分でした。
取りをしていこうと思う。とりあえず、整理整頓から。
人間の行動の法則Ｂ＝ｆ（Ｐ，Ｅ）は自分の中にストンと落ちた。自分 ・ヒューマンエラーを防ぐためには、「気を付けよう」と思うだけでな
がこうして研修会に参加するのもＰの部分を充実させたりリスク回避の
く、ミスをしないように環境を整えることが大切であるというお話
一部なのだと思う。環境側についても視点が持てるように感じた。
に、なるほどと思った。リスクマネジメントについて自分自身あまり
・医療事故の事例を伺いながら学校におけるリスクと照らし合わせてい
意識していなかったと思うので、日頃から現状が普通だと思わずに危
た。心理面からヒューマンエラーを防止していくことなどを学び自分
険なところはないかと考えることの大切さに気付いた。
の執務を見つめ返すことができたので、二学期からの執務に生かして ・リスクマネジメントの講義はいろいろと聞いたが、今まで聞いた中で
いきたい。
一番科学的で根拠があってよかった。今日講義できなかったところの
・忘れていくと言うことを頭に置きながら、対応していくことが大事だ
続きを是非来年やっていただきたい。
と思いました。情報をいかに正確に数多く集めるか･･･しっかり聞き ・もっと聞きたかった。医師以外の講師に新鮮さを感じた。

「わかって欲しい子どもの
講義Ⅵ
心臓病とその症状」
〜児童・生徒からのSOSメッセージとは？〜

講

師

講義内容より
■受講者感想

東京医科歯科大学大学院
小児・周産期地域医療学
教授 土井 庄三郎先生

◎学校心臓検診
◎正常な心臓の構造と働き ◎子どもの心臓病
◎心臓病の SOS メッセージ ◎学校での管理の実際

・わからなかった専門分野のことをわかりやすく説明していただき参考に
なった。一口に心臓病とは言えない一つ一つの心臓疾患の症状・違い・
対応とても勉強になった。
・心臓病についてなかなか勉強する機会がないので楽しみにしてきた。た
くさんの事例をわかりやすくお話しいただいた。
・毎年学年に1〜2名ほど心臓病の人が入学してきますが、病名から具体的
にどのような症状の病気なのかはっきりしていなかったので、今回の講

義で心臓病についての知識を深めることができ生徒理解につながった。
・心臓病に関しては、疾患がとても多く正直理解するのが苦手だったので
すが、土井先生の説明がとてもわかりやすかった。勤務している学校に
も心臓病の子がいますが、本当に少数で気を抜いている状態でした。今
回の講義を受けて、もっと心臓病について深く学んで執務に生かしてい
こうと思った。
・大変納得のいく説明で、今までバラバラだった知識をつなげていただい
たり、大切なことを再確認させていただいたりととても有意義なお話
だった。
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平成26年度養護教諭の職務に関する調査ダイジェスト報告 №３
会報 71・72 号と 2 回にわたって「平成 26 年度の養護教諭の職務に関する調査ダイジェト報告」をしてきました。
今回は第 3 弾として、兼職発令・教科保健実施状況について報告します。
養護教諭の「教科保健の授業」への参画については、兼職発令を受けているのは全体で 4.2％でしたが、21.8% の養護教
諭が兼職発令の有無にかかわらず教科保健の授業を担当していることがわかりました。

１ 「教科保健の授業」を担当したことで、養護教諭・学校全体としてよかったことは何でしたか（複数回答可）
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２ 「教科保健の授業」を担当したことで、児童生徒にとってよかったと思われることは何でしたか（複数回答可）
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養護教諭・学校全体としての効果では、児童生徒の実態を踏まえた指導ができた、専門的知識や技能を盛り込んだ指導が
できたと答えた割合が高かったです。
また、児童生徒にとってよかったこととして、健康への関心や知識理解が深まったと答えた割合が高かったです。
児童生徒の知識理解や実践に結び付く効果が現れているので、今後も積極的に取り組むことが大切です。

平成28年度「養護教諭の職務に関する調査」実施についてのお願い
８月下旬に各研究会へ協力依頼をさせていただきました。調査協力者になっていただいた先生方にはご理解・ご協力
よろしくお願いいたします。
〈調査時期〉平成28年10月１日〜平成29年１月31日（★データ入力期間は10月１日〜２月10日まで）
〈調査対象〉全会員から各校種別に対象者を抽出します。抽出人数は全体で約7,000人です。
〈調査方法〉Web入力方式 調査協力者が、全国養護教諭連絡協議会のホームページ上の「調査研究」よりリンクして
いる「平成28年度養護教諭の職務に関する調査」
（以下職務に関する調査）に入力し、入力期限までに提
出します。
※ 職務に関する調査へ入力するためには、依頼文書に記載されているトークンが必要です。
〈調査内容〉平成26年度の設問リストを見直し現代的課題である食物アレルギーの対応についての設問を追加しました。
〈調査結果〉
「平成28年度養護教諭の職務に関する調査報告書」及び「会報」・「ホームページ」にて報告します。
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「瑞星第10号」 １月発刊！
！
実践事例集「養護教諭のコーディネーターとしての役割とは」
〜「平成26年度養護教諭の職務に関する調査結果と考察」より〜
キーワード：情報の共有化

校内の連携

関係者・関係機関との連携

【実践事例】全国の先生方より、22の実践を寄せていただきました。
１ 保健管理…健康観察･健康診断からの健康課題､アレルギー・慢性疾患
等の対応についての実践
２ 健康相談…保護者･医療機関等との連携を重視した実践
３ 特別支援…連携を重視し個別の支援計画等を策定した実践
事例の他に、平成26年度養護教諭の職務に関する調査結果、第18・19回研
修会、第20・21回研究協議会、全養連の動向も掲載しています。
是非、ご購入ください
申し込み方法

価格

１冊

1,500円

詳細は、各研究会よりお知らせします。（11月頃）

第22回 研究協議会

速報

「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する
― 子供たちの未来を支える健康診断の在り方とは ―

日時
場所

平成29年２月24日
（金） 日程
開会 10時00分〜（受付 ９時30分〜）

メルパルクホール

（〒105-8582東京都港区芝公園2-5-20

特別講演

基調講演

「今を生きる

−心と技で命をつなぐために−」

フォーラム

受付
開会行事
特別講演
昼食

13時10分
13時55分
16時25分
16時30分

基調講演
フォーラム
閉会行事
終了

TEL 03-3459-5501）

10：30〜

順天堂大学医学部附属医院医院長
天野
心臓血管外科教授

9時30分
10時00分
10時30分
12時00分

篤

13：10〜

文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課
氏

13：55〜

「健康診断の結果を活用した実践」（仮題）

健康教育調査官

岩崎

信子

氏

皆様のご参加を、
お待ちしています。

