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『 良 い 養 護 教 諭 』 と は
全国養護教諭連絡協議会
副会長

戸塚

豊子

日頃から、会員の皆様には本会の活動に対して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、８月２日・３日・４日に開催しました第21回
研修会には、全国各地から延べ382名の皆様の参加をいただきました。連日の記録的
な猛暑の中でしたが、参加された多くの方から、意欲を喚起され、今後の執務に活
かせる充実した研修会だったと好評をいただきました。重ねてお礼申し上げます。
さて、『良い養護教諭』とは、どのような養護教諭をいうのでしょう。ある医療
物語の中に、「『良い医者』とは、良い医者になろうとする医者である」という言葉がありました。それ
は、とりもなおさず、「『良い養護教諭』とは、良い養護教諭になろうとする養護教諭である」と換言でき
るのではないでしょうか。私たち養護教諭には、「不易」の部分である迅速かつ的確な救急処置能力ととも
に、子供たちを取り巻く社会環境や生活環境の変化がもたらす、多様化、深刻化した心身の健康課題の解決
に向けて、組織的、計画的に対応する「流行」の部分にも力を発揮することが求められています。守備範囲
が広く、多岐にわたる養護教諭の職務に対して、ともすると気持ちだけが空回りすることもありますが、
「子供たちの命と心身の健康の保持増進のために」という本質を見失うことなく、実践と研鑽を重ね、資質
の向上を図ろうとする養護教諭であり、研究団体でありたいと思います。そして、この姿勢こそ『良い養護
教諭』であると思うのです。
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
きたいと思います。今後とも、会員の皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

仲間の実践を学び自分の実践へ！ 研究誌「瑞星」第11号

今冬 発刊！!

実践事例集テーマ
「チームとしての学校」の力を高める養護教諭の役割
〜子供たちが生涯にわたって健康な生活を送るための力の育成と課題解決の進め方〜

全国の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の仲間から、21 実践を掲載。
掲載する実践は、4 分野「保健管理」
「健康相談」
「保健教育」
「危機管理」です。
詳細は、本会ホームページ、瑞星編集委員会だよりをご覧ください。
その他、平成 28 年度養護教諭の職務に関する調査結果、平成 29 年〜 30 年に開催した
第 20 回・第 21 回研修会報告および第 22 回・第 23 回研究協議会報告、全養連の動向
も掲載しています。
販売申し込みは、今秋に各研究会を通してお知らせします。

絵
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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
公益社団法人

日本薬剤師会

会長

山

本

信

夫

養護教諭の歴史を紐解くと、明治38年に学校看護婦が公費を以て岐阜県で雇用されたことに始
まることが記録されています。その後、昭和４年文部省の訓令により法規上明記され、昭和16年児
童生徒への養護訓導を専らの業務とする教育職として今日に至っています。一方、学校薬剤師は、
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を契機に、学
校に薬剤師を配置し児童生徒が使用する医薬品の管理にあたらせることを主たる職務として昭和
５年、東京市で初めての学校薬剤師が配置された後、昭和29年に法制化されて、現在に至ってい
ます。養護教諭の役割は、初期の設置目的にもあるように児童生徒に対する養護教育と同時に、
在校中に安心して学問に励めるよう、児童生徒の体調管理を看護婦の立場から教え、児童生徒の
身近にあってその健康管理に努められ、その思想は現在も脈々と養護教諭の皆様の中に生きていることと認識しています。一
方、学校薬剤師は、その配置が必須となった時期は養護教諭の方々には少し遅れますが、薬剤師を配置するきっかけが、医薬品
の不適格な使用にあったことから、児童生徒が校内にいる間、医薬品による健康被害を惹起せぬよう医薬品の管理と同時に、
室内空気や飲料水、プール水等の衛生・環境管理等の学習環境に関しても、子供たちが安心して学内で生活できるよう、確保す
ることがその業務とされてきました。子供たちと日常的な接触が有るか無いかの違いはあるものの、その職務の目指すところは、
体調を管理し、最良の環境で次代を担う国の宝とも言える児童生徒が、何の不安もなく勉学に勤しめる環境を維持することにあ
ると認識しています。最近では、社会環境の変化からか精神的に不安定な児童生徒が増えているという報告もあり、養護教諭の
みならず学校三師もそれぞれの専門の立場から、積極的に児童生徒とのかかわりを持つことが必要との提言もあり、授業の一
環として児童生徒へのくすりの適正使用に係る授業への協力を行う等、
「物と心身」の両側面から関りを持つことに取り組んで
います。しかしながら、こうした活動も、薬剤師のみでは十分な効果を得ることは望めません。学校医、学校歯科医は勿論の事、
日頃から児童生徒の傍にいて常に彼らと接している養護教諭の皆さんのご協力なしには、効果的な活動は出来ません。
学校環境衛生は比較的地味な活動ではありますが、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。学校の日常点検での問題点を学校薬剤師に相談し、定期検査又は臨時検査に繋げて頂き、その結果必要な措
置等を確認・改善して安全・安心に繋げ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・安全・安心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望むこと
全国養護教諭連絡協議会に望むこと
全国連合小学校長会

会長

種

村

明

頼

全国養護教諭連絡協議会の皆様には、子供たちの心身の健康の保持増進並びに学校保健活
動の充実・発展にご尽力いただいておりますことに、全国の小学校長を代表して心より御礼申し
上げます。
さて、児童生徒を取り巻く社会環境の大きな変化に伴い、社会全体で様々な課題が生じており、
児童生徒の抱える問題は多様化し、深刻化する傾向も見られます。また、急速な情報化や技術
革新は人間生活を質的にも変化させ、とりわけスマートフォンなどの普及に伴い、あらゆる分野
の多様な情報に触れることが容易になる一方、ネット依存による生活習慣の乱れを生じさせるな
ど、学校は新たな課題に直面しその解決を迫られています。さらに、いじめ、不登校の数は、
依然として相当数にのぼり、丁寧な対応が必要な状況であります。
これらの諸課題解決には、未然防止や早期発見を図るとともに、関係機関と連携した組織的な対応が必要です。このよう
な中、養護教諭は専門性を発揮し、教職員のみならずスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、学校医や関係諸
機関等との連携を図るコーディネーター役として重責を担っています。また、日々の保健指導や保健事務のルーティンワークに
加えて、食物アレルギーに関する対応、保健室登校児童生徒への対応等の業務も行っており、学校における養護教諭の役割
はますます増大しております。
全国連合小学校長会では、健全育成上の課題も含め、児童一人一人が充実した学校生活を送ることができるよう多岐にわ
たり調査研究活動を進めています。その中に、「養護教諭の配置」、「養護教諭の業務」等についても、調査研究を行ってい
るところです。今後とも、全国養護教諭連絡協議会との連携を図り、児童生徒の抱えている課題に対し丁寧な取組ができるよ
うにしていき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のますますの充実・発展と会員皆様のご健勝及びご活躍を心より祈念いたしま
してあいさつといたします。
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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№3
会報 75・76 号と 2 回にわたって「平成 28 年度の養護教諭の職務に関する調査ダイジェスト報告」をしてきまし
た。今回は第 3 弾として、
「保健室登校児童生徒への支援」について報告します。

１ 保健室登校についてどのような支援をしましたか（複数回答可）

・いずれの校種においても高かった支援の内容は、「学級担任や部活動顧問等との連絡等」である。次いで「児童生徒
への健康相談」である。
・「保護者への対応」については小学校が最も高く、「スクールカウンセラーとの連携について」は、全校配置である
中学校において、高い割合を示している。スクールカウンセラーの配置がない学校では養護教諭が保護者の対応をし
ていることが推測される。

２ 保健室登校児童生徒がいた学校の年次推移

・平成20年度から平成26年度までは、中学校の割合が最も高かったが、平成28年度において高等学校が32.9％となりわ
ずかではあるが、中学校を上回った。
・全体的に増減を繰り返しながらゆるやかに保健室登校児童生徒がいた学校の割合は減少している。
・校種別では前回調査より、特別支援学校以外の全ての校種でわずかに増加している。

平成30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。調査の協力対象になっていただいた先生方にはご理解
・ご協力をよろしくお願いいたします。
≪調査期間≫平成 30 年 12 月 10 日〜平成 31 年１月 31 日
≪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≫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 30
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となります。
≪調査結果≫「平成 30 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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総会報告

日
場
出
議

時：平成30年６月16日（土）
所：ヒューリックカンファレンス
席：53団体代表者
長 団：重政 敦子（中国四国九州ブロック）
菊地 玲子（北海道東北ブロック）
議事録署名：高田久美代（関東ブロック）大橋 枝巳（中部ブロック）
記
録：谷田 眞代・吉川 りさ（近畿ブロック）
来賓あいさつ
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
初代会長 中村 道子 氏
前 会 長 木嶋 晴代 氏

諸連絡

議事
⑴平成29年度事業報告
⑵平成29年度会計決算報告
平成29年度会計監査報告
⑶平成30年度基本方針
⑷平成30年度事業計画
⑸平成30年度会計予算
⑹平成30年度各種委員の選出について

第20回

承認
承認
承認
承認
承認
承認

村井会長挨拶

ブロック別情報交換会

⑴第21回研修会について（戸塚副会長）
⑵第24回研究協議会について（山下副会長）
⑶調査研究について（網常務理事）
⑷会費納入について（齋藤常務理事）
⑸その他
「学校医に期待すること」の意見報告（村井会長）

学校保健連絡協議会

「養護教諭の資質向上を目指して〜各研究会の実態から〜」
今年度は、養護教諭の職務に関する現状や課題等について、事前に各研究会からご報告をいただきまし
た。学校保健連絡協議会では、下記の３項目に絞って協議することにいたしました。代表の先生方から実
態やご意見を発表いただいた後、意見交換を行いました。限られた時間ではありましたが、共通の課題や
解決の糸口等を共有する貴重な時間となりました。
〔働き方改革について〕
〔現職研修について〕
三浦 典子 氏（愛知県養護教育研究会）
三次 章江 氏（茨城県養護教諭会）
東
純子 氏（岡山学校保健会養護教諭部会）
八木 康子 氏（神戸市養護教諭研究会）
〔複数配置について〕
祝部 成子 氏（島根県養護教諭研究連絡協議会）
奥井 誉子 氏（熊本県養護教諭研究会）

演題 「養護教諭の資質向上 ( 育成指標 ) について」
講師 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
前半の３つのテーマでの発表を補完しながら、「児童生徒の現代的健康課題」と「養護教諭の資質向上」に
ついてご講演いただきました。
「養護教諭の資質向上（育成指標）」については、平成 27 年度だされた「これからの学校教育を担う教員の
資質能力向上について」
（答申）、これを受けた「教育公務員特例法の一部を改正する法律」及び「公立の小学
校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」を詳しく解説していただき、そ
の趣旨を理解する事ができました。
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＊保健教育の用語の変更について＊
（講演の中で、松﨑調査官からもご説明いただきました。）
平成28年12月21日に中央教育審議会「幼稚園小学校中学校高等学校及び特別支援学校の学習指導要領
の改善及び必要な方策等について」（答申）では、「健康・安全・食に関する資質・能力」において言及
する中で次のことが示された。
答申P42（脚注）
「なお、従来教科等を中心とした『安全学習』『保健学習』と特別活動等による『安全指導』『保健指
導』に分類されている構造については、資質・能力の育成と、教育課程全体における教科等の役割を踏ま
えた再調整が求められる。」との指摘があり、それを踏まえて学習指導要領等では教科等を分類する用語
である「保健学習」「保健指導」の用語を用いた分類は使用せず、教職員や国民が理解できる教科等の名
称で説明することとなった。

保健教育

保健学習
保健指導

保健教育

としてひとくくりで示す

第24回研究協議会 予告
「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 ―

日時

平成31年２月22日
（金）

場所

受付 ９時30分〜

特別講演

メルパルクホール

（東京都港区芝公園2-5-20）

基調講演

「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援」
（仮）

「奇蹟のすぐそばにいるということ」
地方行政独立法人 りんくう総合医療センター
周産期センター産科医療センター長兼部長

荻田

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
和秀

美枝

フォーラム

氏

＊テレビドラマ化された 漫画「コウノドリ」（講談社）の
主人公 鴻鳥サクラ医師のモデルとなった産婦人科医

「子供たちの現代的健康課題の解決における養護教諭の役割」
コーディネーター 後藤ひとみ 氏 愛知教育大学長
＊シンポジストは4名の先生にお越し頂く予定です。

多くの皆様のご参加をお待ちしています。

第23回

受

付

風

景

開

氏

研究協議会

会

式

会

場

風

景
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第21回研修会報告
記録的な猛暑の中、第21回研修会を平成30年８月２日（木）から８月４日（土）の３日間６名の講師の先生方
をお迎えし、ヒューリックカンファレンスで開催しました。今回も北海道から沖縄まで、全国から多くの先生方
にご参加頂き、深く感謝申し上げます。
本会報では主に講演内容と受講者の感想を掲載します。同じくHPにもアップされますので、是非ご覧ください。
尚、詳しい研修会講義内容は、瑞星第11号に掲載予定です。

8/２
（木）

「今さら聞けない、
一人でも安心できる保健室対応」

講義Ⅰ

講

たけしファミリークリニック
千葉大学医学部 臨床教授

師

北垣

講義内容

■受講者感想

院長

毅氏

①養護教諭に求められる臨床能力と救急搬送の目安
②運動器検診の充実のために・学校医との関係づくりと検診の進め方のポイント
③保健室での対応と注意すべきこと・突き指、打撲と骨折、アナフィラキシ―、擦過症、火傷、湿潤療法、起立性調節障害について

・救急処置から校医との関わり方、健診と幅広い分野のご講
義はとても勉強になりました。病院とは違う環境である保
健室で、最善の対応ができるようポイントを教えていただ
いたので、すぐにでも実践できるものばかりでした。いつも
「これで良いのか」とどこか自信がないまま行っていました
が、先生のお陰で、根拠のある対応をしていけそうです。

・緊急時の判断や骨折、打撲、火傷等の応急処置、起立性調
節障害等、幅広いお話を聞くことができ、普段迷っている
ことや不安に思っていることが聞けてとても良かったと思
います。今後の対応に生かしたいと思います。

「チーム学校における養護教諭への期待

講義Ⅱ
講

〜教育相談・特別支援の充実に向けて〜」

師

講義内容

東京成徳大学大学院心理学研究科長
石隈 利紀氏
①子どもと学校教育の苦戦
②教育相談に関わる課題 ③「チーム（としての）学校」の取組
④三段階の援助サービスとチーム援助 ⑤養護教諭への期待

■受講者感想

・「痛み」と付き合う困難さ。自分の痛みはわかるが人の痛
みは感じないというケースは多い気がします。「いつも平
穏がいい」「レジリエンス（弾力・回復力）が必要」「転
んだ時は『よく立ち上がったね』などと出来たことを褒め
る」「マメに報告する」などを確認できました。
・保健室登校について、「もやっと」していた部分をすっき
り言語化してもらえた感じで、とても良かったです。養護

8/３
（金）
講

教諭以外の方からこんなに自分たちの感覚と近い言葉で話
してもらえたのは初めてのことだったので、すごく嬉し
かったです。援助シートについて、もう少し深く教えてい
ただきたかったです。
・保健室登校を抱えており、「ほんものチーム」に本校は
なっていなかったかなと振り返りました。新学期に頑張ろ
うと思う内容でした。

「多数のけが人が
同時に出たときの災害時対応」

講義Ⅲ
師

講義内容

■受講者感想

日本体育大学保健医療学部 准教授
鈴木 健介氏
①学校における災害の対応（過去の災害からの教訓、学校における緊急度判断）
②Let'sトリアージ（演習）第一印象、呼吸、脈拍、意識を確認、一人を、複数を、100人前後をトリアージ
③学校でトリアージを行う際の課題

・災害時対応と言われても正直何をしたら良いのか、普段と
どう違う対応をしたらいいのか分からないことだらけでし
たが、今回の講義を受けて、大きな学びとなりました。避
難訓練の時に「トリアージ」が出来るか、提案したいと思
います。
・「トリアージ」という言葉は聞いたことがありましたが、

実際に判断していく課程を学ぶことができ、大変勉強にな
りました。
・災害時はもちろんですが、普段の手当でも活用出来る内容
でした。演習もあったので、学んだ内容をさらに深める事
が出来ました。

全国養護教諭連絡協議会
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「起立性調節障害」

講義Ⅳ
講

〜教育現場での対応と心構えを考える〜

師

講義内容

東京医科大学茨城医療センター 小児科科長
呉
宗憲氏
①起立性調節障害（ＯＤ）とは
②ＯＤの周辺の大事な問題 ③ケースファイル
④ＯＤ児が学校に臨むこと ⑤私たちにできること、すべきこと

■受講者感想

・とても興味深いお話でした。ＯＤも増えていますが、睡眠
障害、夜尿の子供も増えてきており、もっと沢山お話をお
聞きしたいと思いました。
・現在の勤務校は不登校生徒が多く、その半数が起立性調節
障害の子供たちです。ただ、同じ疾患であっても、一人一
人タイプが違うため、教員側も理解に苦しんでいます。今
日の講義で、理解のポイントを沢山学ばせていただいたの

8/４
（土）
講

で、学校に帰って、学校全体の理解を高めていけるように
頑張りたいと思いました。
・一番聞きたかった講義でした。病院で診てもらって、安心
とはいかないＯＤ。学校でどういう対応ができるか迷うこ
とが多かったのですが、少し光が見えてきたような気がし
ます。

「保健教育における
講義Ⅴ
授業づくりの押さえどころ」
〜新学習指導要領を踏まえて〜

師

講義内容

埼玉大学教育学部

教授

戸部

秀之氏

①教育における心身の健康の意義 ②新学習指導要領の趣旨
③新学習指導要領（小〜高等学校）における保健の改善点
④保健の授業づくりにおける押さえどころ ⑤保健における指導方法の工夫

補足：行動科学から見た健康教育で押さえたいポイント

■受講者感想

・保健の授業づくりのポイント（解説の文末表現に注目する
点など）は新たな発見の連続でした。担任の先生方と協力
しながらより良い授業を作っていきたいと思います。
・保健について学習指導要領で何が変わったのか、授業をす
るときどうすれば良いのか、わからず過ごしてきました。
戸部先生のお話はまさに私にぴったりの内容で、学びた
かった内容でした。

・新学習指導要領の趣旨について、要点をお話しいただきわ
かりやすかったです。保健の改善点、具体的単元の知識・
技能の観点から「必ず押さえなければならない内容」、
「触れるだけ適宜取り上げる内容」等、指導内容を明確に
する必要性が分かりました。2学期までに指導要領を見直
し授業を工夫していきたいと思います。

講義Ⅵ「虐待から見える社会」
〜養護教諭に求められる気づきの感性理論と演習（ケースメソッド）〜
静岡大学教育学部
講義内容

教養教育専攻教授

鎌塚

優子氏

①[理論編１]児童虐待の現状・実態把握
②[演習編] ケースメソッド（個人ワーク・グループ討議・全体討議）
③[理論編２]虐待を受けた子供の心身に与える影響、発見時の対応と留意点、関わる支援者に
起こる心理的影響、早期発見・対応のための専門性の向上、発見と予防のためのプログラム

■受講者感想
・A事例、B事例がつながっていて衝撃的でした。会場の先
生方のご意見がとても的を射ていて気付きを頂きました。
すばらしい演習でした。
・A事例、B事例について、見る視点が違うと、見えるもの
が違うことが演習を通して体験させていただきました。い
つも「閉じる」ことで自分を守ってしまっていたことに気

付かされました。「感性」について、今一度自分で考え、
腹を決め、子供たちに付き合っていきたいと思いました。
・日ごろの保健室で、子供たちの「何かいつもと違う」に気
付けるように、そして何かあったときに、「ちょっと話し
てみたい」と思ってもらえるよう、今日の学びを生かした
いと思いました。

