
全国養護教諭連絡協議会

会長　浅野　明美

新たな時代にさらなる向上をめざして

　会員の皆様には、日頃から本会の活動に対し、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28年目を迎えました。約27,000人の会員の皆
様に支えていただきながら、令和元・２年度の新体制をスタートすることができま
した。令和という新しい時代を迎え、改めて本会の設立趣旨とこれまでの道のりを
振り返るとともに、本会のさらなる発展のため、新たな視点をもちながら取り組ん

で参りたいと思っております。
　近年、グローバル化が急速に進み社会が大きく変化してきており、それに伴い、子供たちの健康課題は多
様化・複雑化しています。私たち養護教諭は、職務の特質や専門性から、子供たちの心身の変化にいち早く
気付き健康問題を早期発見しやすい立場にあり、その課題解決に向けた期待はますます大きくなっていま
す。また、教育振興基本計画では、健やかな体の育成として「生涯にわたってたくましく生きるために必要
な健康や体力を育成する」という目標が示され，学習指導要領が改訂されました。子供たちに生きる力を育
み、主体的に健康でたくましく生きていけるよう支援するためには、日々の子供たちへの関わりを大切にす
ることはもちろん、さらなるスキルアップを図ることで養護教諭の専門性と資質を向上させていくことが必
要であると考えます。
　そのため本会は、研究団体として、養護教諭の将来を見据えた研修・研究活動をより一層充実させていき
たいと考えております。また、養護教諭の資質能力の向上を図るための現職研修の制度化と充実、複数配置
の拡充などについて、働き方改革も含めた要請要望活動をさらに推進して参ります。全国組織として、全国
各研究会との連携を密にし、ご意見をいただきながら活動を進めていきたいと思っております。これから
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。

　村井会長はじめ、戸塚
副会長、山下副会長、斎
藤常務理事、網常務理事
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
たことに会員一同心から
感謝申し上げます。

ありがとう
ございました。

令和元・2年度  新役員　よろしくお願いいたします。
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全国の養護教諭の皆様方におかれましては、日頃より学校現場において学校保健の発展
と向上に多大なご尽力を賜り、心から感謝申し上げます。
学校保健や安全の状況は大きく変わってきました。学校保健安全法第９条で、養護教諭
を中心とした組織的な保健指導の充実が求められており、皆様方の役割は一層大きくなって
きております。
子どもを取り巻く環境の変化はめまぐるしく、メンタルヘルス、生活習慣病、いじめ、不
登校、ネット依存、アレルギー疾患の増加、不適切な性行動などの健康課題は、一昔前に
はなかったものです。子どもたちの生活習慣の乱れが健康に影響を及ぼすことが懸念されま

す。そして、インフルエンザなどの感染症予防、生活習慣病の予防など、学校での保健管理や指導の重要性は高まる
ばかりです。養護教諭の皆様には更なるご活躍が期待されます。
学校現場で中核的活動をしているのは養護教諭の皆様ですが、殆どの学校では学校に一人配置であり、皆様のご負
担が大きな課題です。養護教諭の複数配置については根強い希望が全国の都道府県学校保健会から日本学校保健会
に毎年寄せられています。日本学校保健会はそれを受けて、養護教諭複数配置基準の見直しについて、教職員の働き
方改革にも直結する教職員定数の改善を早急に行い、併せて養護教諭複数配置基準を引き下げることが必要不可欠で
あると文部科学省に、毎年要望しております。教員数の定数が決められているため基準の見直しには至っておりませんが、
教員の働き方改革に伴い、定数の見直しができないかと、さらに要望を強化していきたいと思っております。
皆様方が学校にとどまらず、地域で担っている役割は非常に重要です。我が国の未来を担う子ども達の健やかな成
長のために、全国養護教諭連絡協議会が担っている期待と役割は、一層大きく、その活動に期待するものです。
今後とも、子ども達の健やかな成長のために、皆様には、地域医療と地域安全を担う学校保健活動の推進にこれま
で以上にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

全国養護教諭連絡協議会の皆様には、児童・生徒の心と体の健康の保持増進のため、
また学校保健の諸課題の解決に向け御尽力いただいておりますことに、全国の特別支援学
校長を代表し心から御礼申し上げます。
特別支援学校において、子供たちが安心して安全に学校生活を送るためには、一人一人
と大切に関わってくださる養護教諭の皆様のお力は、なくてはならないものです。子供たち
が健康で、安定した状態で学習活動に参加できるよう、常に温かい心と冷静な観察力をも
つとともに、対応が必要な場合には、担任や校内の看護師等と協働して真心をもって臨み、
保護者、主治医などとの連携にも深く関わってくださいます。
我が国は「特殊教育」から「特別支援教育」に変わって13年が経ちます。児童・生徒の全体の数は毎年減少して
いるにもかかわらず、小・中学校において特別支援学級や通級による指導の対象となる児童・生徒数は、２倍以上とな
りました。就学指導の考え方・在り方も変わり、医療的ケアを必要とする子供も含め、障害のある子供たちが小・中学
校等に入学・転学する例が増えています。平成30年からは、高等学校における、主に発達障害の生徒を対象とした「通
級による指導」も始まりました。また、特別支援学校の児童・生徒が、小・中学校等に伺い、共に学び合う機会も増
えました。
こうした特別な支援を必要とする子供たちの心と体の健康のため、全ての校種の養護教諭の皆様には、専門職としてのお
力を発揮されるとともに、校内における特別支援教育の推進に深く関わってくださっております。本当にありがとうございます。
全国養護教諭連絡協議会におかれましては、障害のあるなしにかかわらず、全ての子供たちが安全に学校生活を送り、
持てる力と個性を発揮できるよう、今後とも一層のお力添えを賜りたく、お願い申し上げます。
貴会の益々の御発展と研究の充実、会員の皆様の御健勝、御活躍を心から祈念しております。

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望むこと全国養護教諭連絡協議会に望むこと
公益財団法人日本学校保健会 副会長　公益社団法人日本医師会 常任理事　道　永　麻　里

全国特別支援学校長会 会長　朝　日　滋　也
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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。
　Web入力方式になり３回目となる今回の調査は、「集団への保健指導の実施状況について」が新たに加わって
います。その結果の一部をご紹介します。
※この調査は、全会員から校種別に対象者を抽出し6,830人を対象に実施。有効回答数は6,644人。
　（抽出会員：小学校2,008人 中学校2,008人 高等学校1,868人 幼稚園209人 特別支援学校737人）

平成30年度　養護教諭の職務に関する調査ダイジェスト報告　№１

○幼･特別支援は｢歯・口の健康｣、中学は｢性に関する指導｣、高校は｢病気の予防｣の割合が高い。
○｢その他｣には、宿泊行事前の指導・トイレなどの衛生指導・食に関する指導・健康診断に関わる指導・熱中症
等の時節に応じた指導など、1,000件を超える記載があった。専門的知識や技能等を活用して、多岐にわたる保
健指導を行っていることがうかがえる。
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※「その他」は、幼：8.6%・小：3.7%・中：7.1%・高：13.4%・特支：5.3%であった。

〇全体の78.9％で養護教諭による集団への保健指導が行われている。
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日　　　時：令和元年６月15日（土）
場　　　所：ヒューリックカンファレンス（東京都　浅草橋）
出　　　席：54団体代表者
議　長　団：早貸千代子（関東ブロック）日比　　薫（中部ブロック）
議事録署名：八木　泰子（近畿ブロック）柳谷　貴子（中国・四国・九州ブロック）
記　　　録：高橋　晃子　加賀　玉枝（北海道・東北ブロック）
監　　　事：伊藤　恭子（中部ブロック）和束　栄美（近畿ブロック）

来賓
　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　美枝様
　元全国養護教諭連絡協議会会長 顧問　　　　　　　　　  堀田美枝子様
　前全国養護教諭連絡協議会会長 顧問　　　　　　　　　  木嶋　晴代様

議事
（1）平成30年度事業報告　　　　　　　承認　　（2）平成30年度会計決算報告及び監査報告　承認
（3）会則の改正（案）　　　　　　　　承認　　（4）新役員の承認について　　　　　　　　承認
（5）令和元年度基本方針　　　　　　　承認　　（6）令和元年度事業計画（案）　　　　　　承認
（7）平成31年度（令和元年度）会計予算（案）　承認　　（8）令和元年度各種委員の選出について　　承認

令和元年度　総会報告

講演Ⅰ
演題　「病気の子供たちの教育的ニーズに対する対応」
講師　　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
　　　　特別支援教育調査官　深草　瑞世氏

１　特別支援教育の現状　　　２　合理的配慮の提供
３　学校における医療的ケア　４　入院児童生徒等への教育保障
５　精神疾患等のある児童生徒への支援

　現在、義務教育段階の全児童生徒数は減少傾向にある中、特別支援教育を必要とする児童生徒は増加
傾向にあるという状況を踏まえ、豊富な資料を提示していただきました。改めて合理的配慮の基本的な
考え方や、入院中の児童生徒等への教育保障として高等学校・特別支援学校高等部における遠隔教育の
制度化等、最新の状況をわかりやすく解説いただき大変貴重な研修の機会となりました。

講演Ⅱ
演題　「学校保健の動向」
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

　学校保健の最新の動向について、私たち養護教諭が知っておくべき内容を、詳
しく解説いただきました。高等学校の科目保健で新しく示された精神疾患の予
防、日本学校保健会から平成31年３月に出された「心肺蘇生の実践とAEDの活
用」と「医薬品の教育」について、現在改訂中の「学校のアレルギー疾患に対す
る取り組みガイドライン」の解説、さらには平成29年３月に文部科学省から示された「現代的健康課題
を抱える子供たちへの支援」の中での様々な健康課題を抱える児童生徒への支援における４つのステッ
プ等、大変充実した内容でした。
　最後に、私たち養護教諭が児童生徒のために頑張っていることが各方面で認められていることを嬉し
く感じるというお言葉もいただきました。

第21回　学校保健連絡協議会
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第23回研修会のお知らせ
三宮研修センター
神戸市　JR「三ノ宮」・阪神・
阪急「神戸三宮」駅徒歩５分

日時 場所令和２年8月4日（火）
8月5日（水）

・港町KOBEで開催いたします。来年の研修計画に加えていただけましたら幸いです。

速報2速報2

「学校保健の課題とその対応」女優・
一般社団法人Get in touch 代表

東　ちづる 氏

第25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」

～子供たちがたくましく生きるための学校保健の取組～
「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」

～子供たちがたくましく生きるための学校保健の取組～
「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」

～子供たちがたくましく生きるための学校保健の取組～
「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」

～子供たちがたくましく生きるための学校保健の取組～

メルパルクホール
（〒105-8582 東京都港区芝公園２－５－20　
電話 03－3459－5501）

令和２年２月21日（金）日時 場所
10：00～16：30（受付９：30～）

特別講演　10:30～

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

基調講演　13:00～

「子供たちがたくましく生きるための
　　　　　　　　　　学校保健の取組を通して」
コーディネーター：埼玉大学教育学部 教授　戸部　秀之　氏

フォーラム　13:45～

多くの皆様のご参加をお待ちしています。

速報1速報1

講師

全国養護教諭連絡協議会令和元年９月30日 第79号 （5）

　９月より委員会が始動し、研究誌「瑞星」第12号の編集が始まりました。中央教育審議会が
「第３期教育振興基本計画」を示し、各学校でも学習指導要領の本格実施が進められ、新たな
学びが創出されています。その中で、全国の仲間の実践を通して、ともに学びあう事例実践集
の編集を目指していきます。

中村まさえ先生（利根町立文小学校）
山下　明美先生（栃木県立小山高等学校）
並木緋沙子先生（蕨市立第二中学校）
須田　浩美先生（千葉県立湖北特別支援学校）
川崎　陽香先生（神奈川県立岸根高等学校）
小林　直子先生（川崎市立生田小学校）
中木　智子先生（横浜市立寺尾中学校）

瑞星編集委員会



　令和元年８月１日（木）から８月３日（土）の３日間（６講座）ヒューリックカンファレンス（東京　浅草
橋）において第22回研修会を開催しました。今年も申し込み期間開始後まもなく定員に達しました。当日は受講
してくださった先生方の熱気に包まれた中での、充実した研修会となりましたこと、深く感謝申し上げます。

全国養護教諭連絡協議会第22回研修会　報告

8/1
（木）

1日目 「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～講義１

「子ども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～講義２

東京医科大学 茨城医療センター
小児科 科長　　　　　　　呉　　宗憲氏

①日本の子どもの眠りの現状　②良い眠りとは　③子どもの頭痛
④起立性調節障害と頭痛　　　⑤子どもの良き相談者であるために

講　　師

講義内容

埼玉大学教育学部 教授　戸部　秀之氏

1　行動科学を生かした健康教育
　・健康行動へのやる気を高めるアプローチ（心の中の変容）
　・継続と定着に向けたアプローチ（行動化）　・やる気と実践を促す環境と支援
２　実践紹介

講　　師

講義内容

・頭痛は来室理由でも最も多い主訴なので、大変勉強に
なりました。
・睡眠についての科学的なメカニズムと具体的な対応が
よくわかりました。
・片頭痛とその他の頭痛の理解が深まりました。

・科学的根拠を多く示していただき、楽しくわかりやす
くあっという間の時間でした。
・睡眠の重要性を改めて強く感じました。不登校傾向の
児童生徒の支援にすぐに役立つ内容でした。

■受講者の感想 

講義３

日本体育大学 保健医療学部 准教授
　　　　　　　　　　　　　鈴木　健介氏
①緊急度評価　②情報収集・119番通報
③救急隊への申し送り
④対応シミュレーション　アナフィラキシ―発症時の対応

講　　師

講義内容

・実践的で体験的なお話に引き込まれ、２時間があっという
間の研修でした。

・バイタルサインのとり方の練習は常に必要だと感じました。
・念願の鈴木先生の講義は想像を上回る内容で楽しみながら
学べました。

・シミュレーションを校内研修会に取り入れていきたいと思
いました。また普段から子どもの呼吸や脈拍の確認を行い
たいです。

・緊急時の初期対応について具体的に教えていただき勉強に
なりました。

■受講者の感想

・毎年戸部先生の講義を受けていますが、今回はさらに
実践につながる内容で大変よかったです。
・行動科学の考えを生かした保健教育の実践の様子を紹
介してくださったので、とてもわかりやすかったです。

・学校に戻り、個別指導に生かして実践してみたいです。
・具体的な子供への声のかけ方を学ぶことができ、大変
よかったです。
・子供たちのやる気を引き出すためには、行動科学に基
づいた働きかけやサポートが必要だとわかりました。

■受講者の感想

「緊急時の対応」
  ～アナフィラキシー～8/2

（金）
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「ネット・ゲーム依存の
　　　　　　　　実態と対応」講義４

国立病院機構久里浜医療センター 院長
依存症対策全国センター長　樋口　進氏

①ネット・ゲーム依存の現状　②ゲーム依存の診断
③ゲーム依存による問題　　　④ネット・ゲーム依存の治療
⑤ネット依存の予防教育　　　⑥ネット・ゲーム・スマホのルール作りの基本

講　　師

講義内容

・樋口先生が診察された様々な症例から、依存の心理もわ
かり、保健室で対応する際のヒントをいただけました。
・タイムリーな内容でオンラインゲームの実態がよくわ
かり大変よかったです。
・本校の児童のことをお話しいただいているかのように、
特徴が一致し驚きました。我慢強く、諦めず、できる
ことを模索していきたいと思います。

・ゲーム依存について、本人の意思決定を促すような声
かけや、長期で支援して育むことの重要性を学ぶこと
ができました。
・子どもたちが使う言葉やゲーム名がたくさん出てきて、
日頃から子どもたちに向き合っていらっしゃる事をひ
しひしと感じました。この学びを学校で生かしていき
たいと思います。

■受講者の感想

「保健室における診断推論」
  ～腹痛・胸痛・頭部外傷～講義６

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 特任助教　
　　　　　　　　　　　　　鋪野　紀好氏

①外来での診断戦略　－総合診療の思考プロセス－
②腹痛・胸痛・頭部外傷の見立てのコツ　

講義内容

・具体的な診断基準を示していただき、日々の判断にす
ぐに役立つと感じました。
・みるべきポイントや手技を細かく説明してくださり、
わかりやすかったです。
・初めての診断推論、とても楽しく参考になりました。

・専門知識が身につきました。日々の対応に悩む中で、
判断基準を丁寧に解説していただき、今後につながる
と感じました。
・参加者からの質疑応答の事例と先生の解説が大変勉強
になりました。

■受講者の感想

講義５

静岡大学教育学部　養護教育専攻 教授
　　　　　　　　　　　　　鎌塚　優子氏

①インクルーシブ教育とは・最近の特別支援に関わる動向
②発達障害との出会い　③特別支援教育における養護教諭の専門性

講　　師

講義内容

・鎌塚先生のお人柄と話術に引き込まれ、あっという間に時
間が過ぎました。

・発達障害の子供への支援について、先生の実体験を交えて
のお話は非常に分かりやすかったです。

・進学などの環境の変化により、子供の発達の問題が浮き彫
りになる場合があることに改めて気づかされました。

・支援を要する子供への関わりについてもっと詳しく聞きた
いと思いました。

■受講者の感想

「養護の本質を活かしたインクルーシブ
  教育における養護教諭の専門性」
  ～理論と演習～

8/3
（土）
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