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子供たちの健康課題解決のために
全国養護教諭連絡協議会
副会長

浅野

明美

会員の皆様には、日頃より、本会の運営等に対して、ご理解とご協力をいただき、心
より感謝申し上げます。また、２月22日に開催いたしました「第24回研究協議会」では、
全国各地より例年を超える多くの皆様にご参加いただき、盛会のうちに終了することが
できました。改めてお礼申し上げます。
本会は、昨年度と今年度の２年にわたり、
「『チームとしての学校』の力を高める養護
教諭の役割」について、研究協議会と研究誌「瑞星」を通して追究して参りました。こ
の度、研究誌「瑞星」は、会員の皆様のご協力により、第11号を発刊することができました。生涯にわたり自ら
進んで健康づくりが実践できる子供の育成と課題解決を目指し、養護教諭の専門性を発揮した素晴らしい実践が、
多数報告されています。
この報告を受けて、今回の研究協議会におけるフォーラムでは、「瑞星」の執筆者の方にシンポジストをお願い
いたしました。限られた紙面では語り尽くせなかった内容を、熱い思いと共に伝えていただきました。シンポジ
ストの方々からの貴重な提言に加え、ご参会いただいた皆様との意見交換により、「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」というフォーラムのテーマに迫ることができたのではないかと思います。子供た
ちの多様化・複雑化している健康課題を解決する上で、養護教諭の役割は、益々期待され重要になってきていま
す。目の前の子供たちの変化を見逃すことなく健康課題としてとらえ、真摯に向き合い、コーディネーター的役
割と専門性を発揮し、連携・協働しながら解決に向けての取組を進めていくことが大切であると考えます。
また、今年度は、隔年で実施している「養護教諭の職務に関する調査」の実施の年で、平成30年度の調査を各
研究会にお願いいたしました。ご多用の中ご協力いただき、ありがとうございました。会員の皆様に実態をお知
らせすると共に、関係省庁や関連団体と連携するための資料とさせていただきます。
これからも、養護教諭の資質向上、職の充実・発展のために、取組を進めて参ります。今後とも、各研究会・
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。

祝

平成30年度全国学校保健・安全研究大会 表彰式
（平成30年10月25日 於：鹿児島県鹿児島市）

文部科学大臣表彰

齋藤

寛子先生（秋田県）

斎藤

裕子先生（千葉県）

髙瀬

初美先生（千葉県）

世一

和子先生（岐阜県）

志村

美好先生（滋賀県）

山根

由利先生（島根県）

久保

明子先生（山口県）

受賞おめでとうございます
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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
一般社団法人 日本学校歯科医会 会長

川

本

強

全国養護教諭連絡協議会の先生方におかれましては、日頃より学校歯科医の活動にご理
解、ご協力を賜わりこの場をお借りいたしまして心よりお礼申しあげます。
私ども学校歯科医の務めである児童生徒の口腔の健康増進につきましては、学校、養護
教諭、家庭、かかりつけ歯科医、なかんづく養護教諭の先生方との一体となった取組みに
よって、12歳児の永久歯むし歯数の改善、8020運動の成功として結実をみせております。
誠に喜ばしい限りとは存じますが、決して看過してはならないことが、これらの成果はあくま
でも平均値であるということであります。
私は常々、組織の運営にあたっては「現場」「現実」「現物」の三現主義が、判断基準
の基本であると肝に銘じております。論を俟たぬことではありますが、事実の正しい認識が土台となって初めて正しい対
応を講ずることができるからであります。
私ども学校歯科医は歯科医師であると同時に教育者としての重責を担いつつ、学校歯科保健活動に務めておりますが、
遺憾なことに子供たちに実際に接する機会は決して十分であるとは申せません。学校現場において日々、子供たちの明
日の幸福を願い、活動いただき「現実」を知悉されているのが、皆さま方、養護教諭の先生であります。学校歯科保
健の普及にあたっては、私たち学校歯科医と養護教諭の先生は、謂わば車の両輪であると心得ております。今後とも、
養護教諭の先生方と手を携え、児童生徒の口腔の健康増進の道標役を果たしてまいりたいと存じます。倍旧のご支援、
ご協力を切にお願い申しあげます。
今回、「全国養護教諭連絡協議会に望むこと」とのお題をいただき、望むことは何なのかと思いを巡らせました。学
校歯科医にとっての無二のパートナーである皆さま方に望むことは、
「現場」「現実」に立脚した「課題」
「要望」を忌
憚なくお聴かせいただくこと。結論は、そのように悟った次第であります。
貴協議会の益々のご隆盛と会員の先生方のご健勝を祈念し、結びとさせていただきます。

全国高等学校長協会 会長

笹

のぶえ

児童・生徒を取り巻く健康問題は、時代の流れ・環境変化に大きく影響され、そして、
いつの世もそれらの問題に的確に対応できる養護教諭が求められています。貴会が、そう
した期待に応えるため、長年にわたり、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、研究誌や会報の発行などを通じ、学校教育に多大な貢献をされてこられたこ
とに対し、心から敬意を表します。
複雑化した社会の中で、児童・生徒の心身の健康の課題も、従来とは異なる様相を示す
ようになっています。例えば、私たちを震撼させた虐待による少女の死。この時は、幼い
女の子の命を救うことはできませんでしたが、養護教諭が第一の発見者となり、児童・生徒の尊い命や心の痛みを、虐
待から救った事例は多く報告されています。スクールカウンセラーやソーシャルワーカーと連携し、児童・生徒の悩みを
共有し、保護者の相談役になり、学校から離れて行きそうな子どもたちをつなぎとめる役目を果たしている養護教諭も
多くおられます。発達障害やアレルギー疾患のある児童・生徒たちへの対応、近年の異常気象に伴う熱中症の危険性
への配慮、流行期間が長期化してきたインフルエンザ等の感染症防止等、学校現場の中心となって対策を担っておられ
るのが、養護教諭の皆さんではないでしょうか。
これらの課題解決には、家庭や地域、医師などの専門家、教育委員会や保健所、児童相談所等の外部機関との連
携が不可欠です。それらの中核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います。児童・生
徒の充実した学校生活は、心身の健康が基盤にあって成り立ちます。その土台を支える皆様のお力に期待するところが
大です。全国高等学校長協会も、全国養護教諭連絡協議会との連携を一層深め、教育課題の解決に取り組んでまいり
ます。
結びに、貴会のますますのご発展と会員の皆様の更なるご活躍をお祈り申し上げます。
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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№4

１ 複数配置をするとしたら、職務の遂行上必要だと思われる児童生徒数は何人ですか
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・小学校・中学校の養護教諭は「職務の遂行上必要だと思われる児童生徒数」について「500人以上」が30％以上
で最も多かった。高等学校の養護教諭では「700人以上」が25.9％と多く、「人数に関係なく」も18.6％と他の
校種と比べると多くなっている。

２ 文部科学省基準による複数配置状況
特別支援・61 高等学校・801 中学校・801 小学校・851
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・「文部科学省基準以上」で見ると、小学校中学校は100％複数配置である。しかし、高等学校は31.0％、特別支
援学校は15.6％に複数配置がされていない状況である。
・「基準未満」で見ると、いずれの校種にも「複数配置」校があり、高等学校が12.4％、特別支援学校が8.3％である。

「会報第77号」に一部誤りがありました。
〈訂正箇所〉
P４ 総会報告 記録 （誤）吉川 りさ （正）吉川 りか
吉川先生はもとより会員の皆様、関係の皆様にご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。
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開催日：平成31年2月22日
（金）
開催日：平成31年2月22
催
成 年
日
（金） 会場：メルパルクホール
会場
パ

題

「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〜
増上寺の白梅がほころび、春の訪れを感じさせる暖かい日に、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様をはじめ多数
のご来賓をお迎えし、第24回研究協議会を開催いたしました。
全国から1,200名を超える参加者と共に熱く貴重な時間を共有する
ことができましたことを参加者の声と共にご報告いたします。
閉会式での大きな温かい拍手では、会場全体の一体感を感じ、次回
開催への大きな期待を受け取りました。
開会式

特別講演

「奇蹟のすぐそばにいるということ」
泉州広域母子医療センターセンター長
りんくう総合医療センター産婦人科部長

荻

田

和

秀氏

参加者の声
「分娩は育児の第一歩」、
「生ま
●「奇蹟のすぐそばにいる」という強い言葉の力に感動し、 ●「命をつなげていく生殖」、
れてきた命には間断なく愛情を注ぎ込むことが必要」などの
様々な現場でのリアルな妊婦さんとの関わりやピンチに立
言葉が心に残りました。
ち向かっているお話を聞くことができて、
良かったです。貴重
なお話ばかりで、時間があっという間に過ぎました。
●血縁関係に限らず愛情からオキシトシンが増すというお話
に、学校でも一人一人の対応に愛情を持って頑張ろうと思
●周産期医療現場の現状や課題について初めて聞くことが
いました。
多く、理解が深まりました。子供たちに対する命や性の教育
を行う上で、医療現場を知り、連携する大切さを感じました。

基調講演

「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援」
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

参加者の声
●子供たちの現状、課題解決のための方法、ヒント、また
現在の養護教諭の役割を明確にできました。保健室経営
のうえでの、新たな目標が見つかりました。
●県ごとの育成指標の今のステージで、身につけるべき力を
きちんと確認しておきたいと思いました。

●最新の情報について、現場の養護教諭が直接文科省の調
査官から講演を聞くことができる良い機会でありました。
（協議会参加の動機）さらに、養護教諭としての職務や今
後学ぶべきことを再確認できました。
●松﨑先生の元気をいただき、エネルギーがチャージできた
ので、明日からまたがんばれます。
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フォーラム

「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 愛知教育大学長
シンポジスト 兵庫県西宮市立子育て総合センター
付属あおぞら幼稚園
前愛知県長久手市立北中学校養護教諭
新潟県立加茂農林高等学校
宮城県総合教育センター教育推進部
相談支援班

後 藤 ひとみ 氏
武 宮 礼 子 先生
児 島 啓 子 先生
竹 田 明 子 先生

指導主事 大 槻
綾 先生
（前宮城県立光明支援学校養護教諭）

参加者の声
●発表を聞くだけでなく、その発表を受けての質疑応答が
あったためより深く学べました。質問内容も的を射ていて、
より理解が深まり、すべてが素晴らしい内容でした。
●先生方の実践を聞き、だれにどんな課題があって、それに
対し、どんな目的で、だれがどのような取り組みを行い、ど

理事会が開催されました

う解決したのかとても分かりやすく、その中で養護教諭が
どのようにコーディネートされてきたかも良く分かりました。
担任の先生、保護者、地域の関係者を巻き込み、客観的
な視点を持ちながら支援されていたことなど、今後、自分
の取組にも活かしていきたいと思いました。

H31年１月19日

昨年度から年に１回の理事会ですが、連絡事項は事前に集約し、協
議に十分な時間が取れるようにしました。「養護教諭の働き方改革に
関する具体的な取り組みについて」「教員育成指標に基づく研修計画
について」など、喫緊の課題について情報交換・共有するとともに意
見を交換した密度の濃い理事会となりました。
写真右から

北海道・東北ブロック 菊地 玲子 先生（盛岡市立米内中学校）
関東ブロック
森山みちる 先生（文京区立第十中学校）
中部ブロック
大橋 枝巳 先生（大垣市立南中学校）
（H30〜）
近畿ブロック
吉川 りか 先生（京都市立柏野小学校）
中国・四国・九州ブロック 重政 敦子 先生（山口県立徳山高等学校 鹿野分校）

! 全国養護教諭連絡協議会 第22回研修会
募集定員
参加費
2019年8月1日
（木）
〜3日
（土）
3日間参加
15,000円
120名

速報
日時
場所

ヒューリックカンファレンス（浅草橋駅前）
〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 TEL：03-5822-5971 FAX：03-5822-5972

1日目（8月１日木）

「子どもの頭痛と睡眠」
〜頻繁に遭遇する症状の、その裏側まで〜
東京医科大学 茨城医療センター
小児科科長 呉 宗憲 氏

「子供の心に響く行動科学を生かした保健教育」
〜自己実現に向けたよりよい行動変容を目指して〜
埼玉大学教育学部教授
戸部 秀之 氏

申込方法

2日目（8月２日金）

「緊急時の対応」
〜アナフィラキシー〜
日本体育大学保健医療学部准教授
鈴木 健介氏

「ネット・ゲーム依存の実態と対応」
国立病院機構久里浜医療センター
依存症対策全国センター長 樋口 進 氏

2日間参加
1日間参加

11,000円
6,000円

3日目（8月３日土）

「養護の本質を活かしたインクルーシブ
教育における養護の専門性」〜理論と演習〜
静岡大学教育学部養護教育専攻教授
鎌塚 優子氏

「保健室における診断推論」〜腹痛・胸痛・頭部外傷〜
千葉大学大学院医学研究院 診断推論学
医学部附属病院 総合診療科特任教授
鋪野 紀好氏

募集期間
（6月17日〜７月５日予定）
にHPにて確認後お申し込みください。

＊先生方のご要望にお応えし、日々の執務に役立つ、今聞きたい！学びたい！と言う様々な分野の方を講師に
お願いしました。今から夏の研修計画に加えていただき、ぜひ多くの皆さんがご参加くださいますよう、お待ちしています。
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研究会交流コーナー
◆愛知県養護教育研究会
本会は「愛知県全体で研究できる組織を作りたい」という マネジメントに対
先輩諸姉の長年の熱い思いが叶い、平成２年８月に尾張教
する意識や取組」
育研究会と三河教育研究会が母体となって発足しました。現
について調査しま
在の会員数は1087名（名古屋市を除く県内の公立小中学校、 した。調査結果よ
国立の小中特別支援学校を含む）で、通称「愛養研」の愛
り、少 経 験 年 数
称で親しまれています。会長・副会長、庶務８名、会計２名、 の養護教諭も取り
調査研究員４名 合計16名の役員、そして県教育委員会や
組めるような支 援
事務所の指導主事３名、地区の顧問校長2名の先生方にご指
を行い、校内の体
導をいただき、会を運営しています。
制整備を図ったり地区で研修に取り組んだりすることが重要
【研究大会の開催】
であることが分かりました。今後は、各地区での取組内容に
毎年、「未来に輝く子どもをはぐくむ養護教諭の専門性と役
生かし、レベルアップにつなげます。
割の追求」というテーマで、全会員が結集して研究大会を開 【研修会の開催】
催しています。県内２地区からの研究発表、調査研究部会
愛知県では兼務発令を受けて、積極的に授業に取り組む
からの報告、講演会を行っています。本年度は大阪市立大
養護教諭が多くみえます。授業のできる養護教諭を目指し
空小学校初代校長である木村泰子先生を講師に招き、「みん
て、平成20年より保健教育に特化した自主研修会を開催して
ながつくる みんなの学校」という演題で講演していただき います。研修会は、ワンコインで授業のノウハウを学ぶ大変
ました。また、研究大会では、養護教諭から管理職に登用 有意義な時間になっており、若手の先生にとって好評を得て
された先生より講話をいただいたり、全養連の活動報告をし
います。
たり、その時代のトピックスを時折取り入れて、広い視点か 【今後に向けて】
ら養護教諭の資質向上を目指して学ぶ機会になるように考え
来年度、本会は30周年を迎えます。若い世代の占める割
ています。12月には会誌を発行しています。
合が半数近くになっている今、発会当時の先輩諸姉の思いを
【調査研究部の取組】
次世代に繋いで、さらなる資質向上に県全体で取り組んでい
２年に１回、研究テーマを決めて全会員に調査を行い、研
きたいと思います。
究大会で発表しています。この2年間は「養護教諭のリスク
（文責 愛知県養護教育研究会 会長 三浦 典子）

◆川崎市学校保健会養護教諭部会
随筆、新会員の紹
本会の前身は、
「養護教諭小中高連合会」として始まり、昭
和54年に「川崎市学校保健会養護教諭部会」と名称を改め 介など、多岐にわ
ました。
『会員相互の連携を深め、学校保健に関する研究、 たる内容を掲載し
会員の資質向上につとめ、併せて学校保健の発展に寄与する た『会報』を毎年
発行しています。
こと』を目的として活動しています。川崎市内の小・中・高・
今年度で第56号発
特別支援学校の養護教諭で構成され、平成30年度の会員数
行となりました。
は230名です。役員３名と各地区の幹事12名が中心となり、毎
『会報』の表紙は、100歳を超えられている元中学校の校長先
月幹事会を開催して会を運営しています。
生に描いていただく素敵な花々の絵で、養護教諭部会の歩み
【講演会・研修会の開催】
とともに大切な宝物になっています。
毎年、５月に総会を開催し、総会後には講演会を実施して
います。今年度は、
「吃音の正しい知識と支援」について国立 【関係機関との連携】
川崎市の学校保健大会や学校歯科保健協議会の役員として
成育医療研究センター耳鼻咽喉科の富里周太氏にご講演をい
ただきました。また、７月には学校保健会との共催で、エッセ 会の運営に携わるほか、学校医部会と養護教諭の懇談会を実
施して健康診断など学校保健活動に関する意見や情報の交換、
ンシャル研修会を開催しています。今年度は、午前の部「医
療の現場から見える子どもの課題、学校と医療の連携につい さらに学校医対象の学術講演会にも参加させていただくなど学
校医、学校歯科医、学校薬剤師との連携も充実しています。
て」という演題で、杏林大学医療ソーシャルワーカーの加藤雅
また、神奈川県学校保健会や神奈川県養護教諭連絡協議
江氏に、午後の部「心と体と脳を育てる体づくり運動〜コオー
会に参加して情報交換を行い、県の保健活動や情勢の把握
ディネーション運動〜」という演題で、小田原短期大学保育学
に努めています。
科通信教育課程千葉サポートセンター特任助教の小林宜義氏
これからも、多校種の貴重な意見交流の場である養護教諭
にご講演いただきました。研修を通して会員一人ひとりのスキル
部会の活動を推進しながら、学校保健の充実と時代のニーズ
アップに努めています。
に合わせた養護教諭としての資質向上にむけて取り組んでいき
【会報誌の発行】
会員が参加した各種大会や研修の記録、職務を通して感じ たいと思います。
たことや子ども達と向き合い寄り添う養護教諭の思いを記した （文責 川崎市学校保健会養護教諭部会 部会長 宮澤 陽子）
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◆全国養護教諭連絡協議会宮崎県研究会
本会は、平成９年に「全国養護教諭連絡協議会宮崎県研

的健 康 課 題へ

究会」の名称で発足しました。
「全国の養護教諭とつながり

の対 応 ― 実 践

たい。
」「もっと研修を深めたい。
」という数名の養護教諭が

からのヒント―」

有志を募り、声を掛けあって結成した任意の会です。会を立

と題して 東 京

ち上げる際は県教育委員会の指導主事に相談し、当時文部

都 荒 川区 第 三

科学省におられた三木とみ子先生に指導を仰ぎながら県教

中学 校 主幹 教

育委員会の許可を受け、年１回行われる宮崎県公立小中学

諭（養護教諭）山本康子先生にご講演をいただきました。

校養護教諭研究協議大会にて呼びかけて会員を募りました。

１月の第３回研修会では「保健室改造計画〜子どもと向き合

「相互に連絡・連携を図り、養護教諭の職務等について研究

う時間をつくるための整理収納」と題して親・子の片づけマ

し、養護教諭の資質を高め、学校保健の向上に寄与するこ

スターインストラクターの加藤真由美先生にご講演をいただき

と」を目的として活動しています。

ました。

現在、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、私
立学校、行政職在籍の養護教諭、養護助教諭の100名で構
成し、役員11名が中心となり会の運営をしています。
【研修会の開催】
会員の要望をもとに計画した研修会を年３回開催していま

【会報の発行】
昨年度から会誌を会報という形に変え、その年に行った研
修会を一目で振り返られる内容にしました。紙面を減らした
代わりに、研修会の資料やまとめ、参加会員の感想をその都
度発行し、日々の執務に活かせるようにしています。

す。休日に行うため全員が集まることはありませんが、講話

全国養護教諭連絡協議会宮崎県研究会は、発足当時の先

だけでなく少人数を生かして「パソコンを使った保健指導用

輩方の熱い思いを受け継ぎ、今後も全国とつながりをもって

動画作成」や「医師から学ぶ聴診器等を使った実技研修」

情報や刺激を受けながら活動していきたいと考えています。

なども行っています。

本県の養護教諭が世代を超えて共に研鑽し、連携を図り、

平成30年度は７月に第１回研修会を行い、「子どもの成長
のしくみ」と題して宮崎大学医学部教授澤田浩武先生にご講
演をいただきました。また、12月の第２回研修会では「現代

専門職として学校保健の充実に寄与することができるよう取
り組んでいきたいと思います。
（文責 全国養護教諭連絡協議会宮崎県研究会 会長 山下 優子）

◆福岡県高等学校養護教諭研究会
本会は、昭和29年に高等学校の養護教諭による「高等学
時 代の子ども
校養護教諭研究会」として正式に発足しました。その後、公
達の健康問題
立及び私立の高等学校だけでなく、福岡県立の特別支援学
や社会問題に
校や中高一貫校の中学校、中等教育学校等、様々な校種や
対して、養 護
課程の学校が加わり、研究会発足から65年が経とうとしてい 教 諭としてど
ます。平成30年現在は、学校数185校、会員数260名で構成
う取り組 んで
されています。養護教諭としての資質向上を目指し、県全体
いくべ きかと
としての活動だけでなく、４つに分かれた支部単位、そして いう、解決の糸口を与えてくれる示唆に富んだ内容となってお
さらに地区に分かれての活動を行っているところもあります。
り、今回の理事で作成する研究誌で第26号となります。
先輩方の熱い思いを受け継ぎ、養護教諭同士、年代を超え ○関係機関との連携
て学び合い、助け合い、そして高め合いながら、専門職とし
学校保健全般の振興を図ることを目的に組織されている
ての資質を向上させていきたいと考えています。
「福岡県高等学校保健会」と共に、生徒保健委員会を中心と
本会の活動内容は、大きく分けて次の通りとなっています。 した生徒の健康管理の促進や、安全・安心が確保された環
○研修会の開催
境整備、そして学校保健に関する調査研究などに取り組んで
年３回、全会員を対象とした研修会を開催しています。講
います。また、健康教育推進事業を進めるにあたり、福岡
師を招いての講演会や本会の代表として参加した研修会や研
県医師会や各専門の医師の団体、そして教育委員会との意
究発表大会の研修報告、そして支部輪番制で行う研究発表
見交換の場に参加し、性と心に関する諸問題について検討、
と、午後からの半日研修ではありますが、とても充実した内
協議を行っています。
容となっています。
（文責 福岡県高等学校養護教諭研究会 理事長 藤本 幸恵）
○研究誌「あゆみ」の発行
昭和43年より発行されている研究誌「あゆみ」は、その

