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会長　村井　伸子

つ な が り を 大 切 に

　会員の皆様には、日頃から本会に対し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。
　本会は、平成３年に発足して今年で26年目を迎え、平成29・30年度の新体制がス
タートいたしました。現在約27,000人の会員の皆様が所属しております。
　近年、子供たちを取り巻く社会環境や生活環境が急激に変化し、児童生徒の健康
課題は複雑、多様化してきています。また、いじめ、児童虐待、不登校、貧困など

が原因の問題に関わることへの対応も増えています。これらの健康課題の解決に向けては、校長、担任など
すべての教職員が学校保健の理解を深め、組織的な対応を一層充実させることが大切です。その中で養護教
諭は、チームの中心的な立場でコーディネーターの役割を果たしており、校内外において養護教諭への期待
はますます高まり、役割が拡大してきています。今年３月には、文部科学省より「現代的健康課題を抱える
子供たちへの支援～養護教諭の役割を中心として～」も示されました。養護教諭がチームの中でしっかりと
役割を果たしていくためには、日々の児童生徒へのきめ細やかな関わりを重ねるとともに、スキルアップを
図りながら専門性を確立し、自信をもって仕事に向き合っていくことが大切だと考えます。また、児童生徒
が生涯にわたって健康な生活を送れるような健康教育を自分の校種だけで途切れさせるのではなく、縦のつ
ながりを機能させるという視点をもち、切れ目のない支援が大切です。そして、日頃の実践の中で身につけ
た経験を他の養護教諭にも発信し共有できるように、横のつながりも広げていきたいと考えます。
　本会は研究団体として、養護教諭の将来を見据えた研修・研究活動をさらに推進していきたいと考えてお
ります。また、「見える活動」を目指し、ホームページを中心に情報の発信に努力したいと思います。これ
からもさらなるご支援とご協力をお願いいたします。

　木嶋会長はじめ、湯田
副会長、岡本副会長、菱
沼常務理事、永山常務理
事の先生方がご退任され
ました。これまで、本会
の発展にご尽力いただき
ましたことに会員一同こ
ころから感謝申し上げま
す。

ありがとう
ございました

 事務局長として平成26
年度から勤務してこられ
た堀田美枝子先生が退任
となりました。
　後任として米元まり子
先生が着任されました。

事務局長が
交代しました

平成29・30年度 新役員紹介
よろしくお願いいたします。

会　　長／村井伸子
副 会 長／戸塚豊子　山下和美　浅野明美
常務理事／斎藤裕子　網美智代　安藤季美
　　　　　齋藤寛子　有野久美　嵯峨山文子
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貴会の皆様におかれましては、日頃から、児童生徒の心身の健康の保持増進並びに学校
保健活動の充実・発展に多大なる御尽力を賜り、心から感謝申し上げます。
近年の児童生徒には、肥満・痩身、生活習慣の乱れ、メンタルヘルスの問題、アレルギー
疾患の増加、性に関する問題など、様々な課題が生じています。また、身体的な不調の背
景には、いじめ、児童虐待、不登校、貧困などの問題が関わっていることもあります。
このような、多様化・複雑化する児童生徒の健康課題については、専門的な視点での対
応が必要であり、養護教諭が専門性を生かしつつ中心的な役割を果たすことが期待されま

す。また、養護教諭は、児童生徒の健康課題を早期発見し、課題に応じた的確な支援を行うことのみならず、全ての
児童生徒が生涯にわたって健康な生活を送るために必要な力を育成するために、他の教職員や、家庭・地域と連携し
つつ、日常的な取組を行うことが重要です。
このような中、文部科学省では、養護教諭に期待される役割と、養護教諭のみならず全ての教職員が、学校医、学
校歯科医、学校薬剤師、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門スタッフとも連携した取組を示し
た資料「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援～養護教諭の役割を中心として～」を作成しました。養護教諭の
資質向上や課題を抱える児童生徒、一人一人のニーズに応じた支援のために活用いただきたいと考えています。
養護教諭が資質向上を図るためには、常に新しい知見を吸収し、視野を広げるとともに、豊かな感性と高い専門性を
身に付けることが必要であり、養護教諭自身が主体的にスキルアップを図りながら、専門性を確立していかなければなり
ません。このようなことからも、貴会における研修会や研究協議会、調査・研究等の研究活動に期待しているところです。
養護教諭が十分役割を果たせるような研修会の企画・運営、養護教諭の資質向上に資する情報提供や助言等、さらな
る取組の推進をお願いします。
結びに、全国養護教諭連絡協議会の益々のご発展と、貴会の皆様の御活躍を祈念いたしますとともに、これからも
文部科学行政への御理解と御協力の下、各学校における健康課題の解決に向けてより一層の御尽力をいただきますよう
お願いいたします。

　全国養護教諭連絡協議会が全国の養護教諭の研究組織として発足依頼、日頃より会員
相互の連絡・連携を図り、養護教諭の職務について研究されるとともに、養護教諭の資質
を高め、学校保健の向上に寄与すべく調査研究活動はじめ研修会・研究協議会など様 な々
事業を展開され成果を上げていらっしゃることに、心より敬意を表します。また、貴会会員
の皆様が、研究の成果を活用し、日々の児童・生徒の心身の健康増進や学校保健活動の
充実などに対してご尽力いただいていることに厚く御礼申し上げます。
  さて、我が国の社会は大きく変化しており、教育界においても、次期学習指導要領が告
示されたり、教員の働き方改革が大きな課題になったりしています。そして中学校教育の現状をみますと、いじめや不
登校などの解決や未然防止、生徒のメンタルヘルスに係る課題、体力の向上など健やかな心身の育成が学校教育に求め
られています。これらの課題解決に向け、学校医や学校歯科医、学校薬剤師、教育委員会、スクールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカー、保健所や児童相談所などの外部専門機関との強力な連携が必要不可欠であり、その中心的な
存在となる養護教諭の皆様の果たす役割は、ますます重要なものとなっております。全日本中学校長会といたしましても、
今後も全国養護教諭連絡協議会の皆様との連携を一層深めるとともに、学校保健のさらなる充実を図り、健康に関する
様 な々課題解決に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
　結びになりますが、全国養護教諭連絡協議会が、これからもますます充実・発展されますこと、そして会員お一人お
一人のさらなるご活躍を祈念申し上げます。

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

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養護教諭連絡協議会に思うこと

文部科学省初等中等教育局　健康教育・食育課　課長　三　谷　卓　也

全日本中学校長会　会長　直　田　益　明
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日　　　時：平成29年６月17日（土）
場　　　所：ヒューリックカンファレンス
出　　　席：53研究会　　　
議　長　団：山寺　智子（長野）和束　栄美（奈良）
議事録署名：寄高　直美（佐賀）菊地　瑛子（岩手）
記　　　録：山﨑　章子（埼玉）中村希実子（山梨）

議事
　⑴平成28年度事業報告 承認
　⑵平成28年度会計決算報告 承認
　　平成28年度会計監査報告
　⑶会則の規約改正 承認
　⑷新役員の承認について 承認
　⑸平成29年度基本方針 承認
　⑹平成29年度事業計画 承認
　⑺平成29年度会計予算 承認
　⑻平成29年度委員等の選出について 承認

諸連絡
　⑴第20回研修会について（戸塚副会長）
　⑵第23回研究協議会について・第22回の御礼（山下副会長）
　⑶会費納入について（齋藤常務理事）
　⑷その他　①調査研究について（網常務理事）
　　　　　　②脳脊髄液減少症について（村井会長）
　　　　　　③ブロック交換会について

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
健康教育調査官　松﨑　美枝氏

・平成29年３月文部科学省から「現代的な健康課題を抱える子供たち～養護教諭の役割
を中心として～」が発行されたことから、主旨や活用について説明を頂きました。
・「チームとしての学校」での養護教諭が、経験の長短に関わらず、必ず果たすことが
期待される役割や留意事項等を示しているので、子供に関わるすべてのスタッフ等と
の連携での活用を期待するとのお話でした。

平成29年度総会並びに学校保健連絡協議会報告
１）総　会

２）来賓あいさつ

初代会長　中村　道子氏
　平成３年、初代会長として会の発足時「私たち自身の声は私たちの言葉で伝えたい」
と言う思いや願いがこの形として現在にあることを、参加者すべてに温かいまなざしを
向けながら語りかけてくださいました。全国養護教諭連絡協議会は、養護教諭の総意と
しての意見を集約し、発信する団体であることからも、些細なことも話し合える関係を
大切にしてほしいと結ばれました。
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日本養護教諭関係団体連絡会について

近年の児童生徒の安全を取り巻く状況は、全国各地で毎年自然災害が発生してお
り、何時どこで発生するかは予測できないと言える。そこで、H22年度発行「生き
る力を育む学校での安全教育」を参考に、学校安全の意義を理解し、各学校で安全
教育に取り組むことが大切。特に、未然防止については最も力を入れるべきことで
ある。
また、平成28年12月21日付け文部科学省再通知「『学校事故対応に関する指針』
に基づく適切な事故対応の推進について」や、第２次学校安全の推進に関する計画
についても理解し、今後も事件・事故災害が多発する日本で生活する上で、児童生

徒自身に「生き抜く」とともに「安全な社会をつくる」ための知恵と行動力を身につけさせる安全教育、
すなわち「生き方」を学ぶ安全教育がこれからの学校安全の目指す方向である。
また、児童生徒だけでなく、教職員の安全対応能力を高めることが、子供の安全を守ることにつながる
ことを認識し、実効性のある危機管理マニュアルの作成、訓練や研修を重ねることが大切である。
＊最後に、学校安全ポータルサイトにある、児童生徒用教材や教員向け研修資料の作成配布の紹介あり。

日　時：平成 29 年 5 月 13 日（土）　13:30 ～ 14:00　
（* 写真左から）
会　長：後藤ひとみ氏（愛知教育大学学長・日本養護教諭教育学会）
　　　　三木とみ子氏（女子栄養大学名誉教授・日本健康相談活動学会）
　　　　櫻田　　淳氏（埼玉県立大学教授・日本看護系大学協議会養護教諭養成教育検

討委員会）
　　　　鈴木　裕子氏（国士舘大学准教授・日本養護教諭教育学会）
　　　　楠本久美子氏（四天王寺短期大学教授・全国私立大学・短期大学（部）養護教諭

養成課程研究会）

　日本養護教諭関係団体連絡会開催の折り、後藤会長他４名の代表の先生方にお越しいただき、改めて設立の
趣旨を含む以下のことが確認された。
・平成27年11月８日「養護教諭関係団体連絡会　設立趣意書」作成、平成28年５月　全国養護教諭連絡協議
会加盟により盤石な体制が整った。この度、会則の改正により「日本養護教諭関係団体連絡会」とし、全
国的な組織であることを明確化した。
・主な活動について共有。
・今後も「養護教諭の資質向上」を目的に連携してくことを確認した。

日　時：平成29年６月17日（土）
場　所：ヒューリックカンファレンス
演　題：「生きる力を育む学校安全の推進」
講　師：文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課　安全教育調査官　吉門　直子氏

３）第19回　学校保健連絡協議会報告

　９月２日に第１回編集委員会を開催し、研究誌「瑞星」第11号発刊に向けてスタートを切りました。中央教育
審議会答申や新学習指導要領の改訂が示されるなど、新たに教育の流れが変わろうとする中、養護教諭の資質向
上を目指し全国の仲間の実践を通して、ともに学びあえる事例実
践集の作成を目指していきます。

委 員 長：中村希実子先生（富士河口湖町立勝山小学校）
副委員長：高津　朱美先生（真岡市立真岡西小学校）
委　　員：篠原千寿子先生（群馬県立大泉高等学校）
　　　　　元岡　絵梨先生（春日部市立上沖小学校）
　　　　　水澤　明子先生（市川市立塩浜学園後期校舎）
　　　　　木村　　恵先生（厚木市立厚木中学校）
　　　　　蛭田　美咲先生（横浜市立大綱中学校）

「瑞星」第11号編集委員会が始動しました
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　養護教諭の職務に関する調査にご協力いただきありがとうございました。平成26年度に引き続き、２回目の
Web回答で調査を実施しました。
※この調査は、全会員から校種別に対象者を抽出し、6,776人を対象に実施し、有効回答数は6,380人でした。（抽出会員：幼稚
園203人、小学校2,009人、中学校2,009人、高等学校1,844人、特別支援学校711人）
　今回は、新たに加えた質問項目「アレルギー疾患への対応について」結果の一部を掲載します。

　「アレルギー疾患用学校生活管理指導表」により管理されている幼児児童生徒が在籍する学校は、幼稚園
60.1％、小学校87.0％、中学校77.8％、高等学校58.2％、特別支援学校76.0％で、全体では74.7％と高率である。特
に小学校では、管理されている児童が５人以上在籍する学校が約半数にのぼる。

平成28年度　養護教諭の職務に関する調査ダイジェスト報告　№１

「アレルギー疾患用学校生活管理指導表」により管理している幼児児童生徒数について

　「エピペン」を処方されている幼児児童生徒が在籍する学校は、幼稚園33.0％、小学校52.6％、中学校44.2％、
高等学校49.0％、特別支援学校24.9％で、全体では45.6％である。「エピペン」を処方されている幼児児童生徒が
１人在籍する学校がどの校種においても20%前後を占めている。

アドレナリン自己注射薬（商品名：エピペン）を処方されている幼児児童生徒数について

【お知らせ】「平成28年度養護教諭の職務に関する調査報告書」は、10月中に、各研究会に配付予定です。
是非、各研究会での活用をお願いします。
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　８月３日（木）から８月５日（土）までの３日間（６講座）、ヒューリックカンファレンスにおいて、第20回
研修会を開催しました。また、今年度から養護教諭単独の全国大会がなくなったことから、その代りにこの研修
会への派遣を検討し、ご活用くださった研究会もございましたことに御礼申し上げます。

全国養護教諭連絡協議会　第20回研修会報告

8/3
（木）

「子供の外傷と傷害
　～運動器検診にあたって～」講義１

「保健室は
　『困っている子』を救う最前線」講義２

日本臨床整形外科学会　理事長　
整秀会　田辺整形外科医院　理事長
　　　　　　　　　　田辺　秀樹氏
①外傷と障害について　②運動器検診について
③運動器検診受診後アンケートについて　④健康寿命とロコモについて

講　　師

講義内容

ノンフィクションライター　秋山　千佳氏

①私が保健室へとたどり着くまで
②保健室ほど子供の困難を見渡せる場所はない
③貧困と暴力の家で育った子が表情を取り戻すまで
④子供の困難は見ようとしなければ見えない　⑤保健室だからできること

講　　師

講義内容

・運動器検診が昨年度から導入され、いろいろと難しい
問題がある中、学校医への情報提供や検診後のフォ
ローの大切さなどわかりやすく教えていただけたので、
参加してよかった。
・子供の外傷、骨折は重傷であると、認識を新たにした。

・圧痛点の確認の重要性を学んだ。
・運動器検診がなぜ導入され、どうして大切なのか、具
体的に教えていただけた。

・運動機能不全チェック４項目、観察のポイントなど、具
体的でとても参考になった。

■参加者の声

8/4
（金） 講義３

千葉県子ども病院　診療部長　仲野　敦子氏

①学校検診について　②難聴について
③音声言語障害について　④耳鼻咽喉科疾患について
⑤騒音性難聴・スマホ難聴・ヘッドホン難聴について

講　　師

講義内容

・毎年行う耳鼻科検診や聴力検査について、基本に立ち返り
学ぶことが出来た。

・小学校の現場では耳鼻科領域の疾患のある児童が多くいる
にもかかわらず、研修の機会が少なかったが、今日は写真
や動画も多く大半勉強になった。

・日常の耳鼻科領域の観察の大切さを改めて気づかされた。
スマホ難聴やヘッドホン難聴については、今後保健教育で
取り扱っていかなければならないと感じた。

・鼻出血や難聴、補聴器についての内容は大変分かりやすく
理解できた。

■参加者の声

・子どもたちが困ったときに行こうと思ってくれるよう
な保健室にしていくために、余裕のある（心的にも時
間的にも）保健室経営を目指したいと思った。子ども
たちを否定せず、「信じて」「待ち」「寄り添える」
養護教諭でありたい。

・貧困で困っている子供たちの状況が知れてよかった。
・保健室あるあるにホッとし、良い加減や手間暇かけた
関わりを実践したい。
・養護教諭の応援団を得たようで、温かい気持ちになっ
た。

■参加者の声

「学校の先生に知って
　いただきたい耳鼻咽喉科疾患」
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「しなやかさとやさしさを育てる支援の在り方
　　　　　  ～心の予防接種で免疫力を高めませんか～」講義４

法政大学文学部心理学科　教授　渡辺　弥生氏
①子どもの発達を理解しているか
②子どもへの支援
③学校は子どもや教職員にとって

講　　師

講義内容

・自分が心の予防接種をしていただいた気持ちである。2
学期からのエネギーと免疫力を高められた。これまで
の自分の人間関係等を見つめ直す良い機会になった。
・発達心理学への興味関心が深まった。具体的な方法が
講演の中に含まれていたので実践に役立つ学びだった。
職場に持ち帰るお土産を頂いた。良い職場環境作りが

できそうだ。
・性格のせいにしないこと、リフレーミングで良いところ
を伸ばすことを、心がけようと思った。子どもを変えよ
うとする前に、自分ができることをやっていきたい。

■参加者の声

「いのちの授業
  ～いのちを大切にする心を育む～」がん教育講義６

特定非営利活動法人　いのちをバトンタッチする会　
　　　　　　　　　　　　　 代表　鈴木　中人氏
①いのちを見つめる意味
②いのちの授業
③いのちを育むために大切なこと～愛情、死を見つめる、いじめ・自殺、がん教育など～

講義内容

・命にかかわる病気にかかってしまったけいこちゃんが
私たちに教えてくれたこと、たくさんの思いと自分な
りの形で私も「いのち」を伝えていきたいと思った。
・つらい体験を「いのちの授業」につなげている勇気と
行動力に感銘を受けた。そして、とても心に響き、心
が揺さぶられた。

・がん教育、命の大切さを伝える教育について、学んで
いたが、はからずも自分としっくり向き合う時間と
なった。大切な言葉をたくさんいただいた。
・生徒にも聞かせたいと思った。
・養護教諭として「いのちの授業」をすすめていく責任
を感じた。

■参加者の声

8/5
（土） 講義５

埼玉大学教育学部教授　
埼玉大学教育学部附属特別支援学校
　　　　　　　　　　校長　戸部　秀之氏
①アンケート結果をいかした保健指導～中学生に対するインターネット依存と心身の健康に関する保健指導～
②腑に落ちる健康教育のために～効果的なアンケートデータの活用～
③健康に関するアンケート～作成の基礎・基本～

講　　師

講義内容

・今まで自分が行っていたデータは何を読み取っていたのだ
ろうと、反省した。少しのエッセンスでこんなにも有効な
活用できるものへと変えられるのだとよく理解できた。

・すぐに役立つことばかりで早速使いたい。苦手なデータ集
計についてわかりやすい資料と説明で有意義な時間だった。
養護教諭のためのパソコン研修内容であった。

・とても分かりやすく、使えそうと思える講義と実践的な演
習があり、よかった。

・クロス集計だけでなく、研究の進め方、考察の視点など納
得できる講義だった。

■参加者の声

「超簡単！あっという間のクロス集計
  ～腑に落ちるアンケートデータの活かし方～」
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「 時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」
―「 チームとしての学校」の力を高める養護教諭の役割とは―

第23回研究協議会のお知らせ

9時30分 受付

10時00分 開会行事

10時30分 特別講演

12時00分 昼食

13時10分 基調講演

13時55分 フォーラム

16時25分 閉会行事

16時30分 終了

フォーラム 13： 55～ 「 養護教諭の専門性を生かした、

子供たちの心身の健康の保持増進に向けた取組とは」（ 仮題）　

皆様の参加をお待ちしています。

平成30年2月23日（ 金） 開会10時00～（ 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 TEL03-3459-5501）

日時

場所

特別講演 10： 30～ 野田 恭子氏
（ 発達障害のピアニスト 野田あすかさんのお母様）

講師

松﨑 美枝氏基調講演 13： 10～
（ 文部科学省初等中等教育局 健康教育・食育課 健康教育調査官）

講師

速報
!

日程
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