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連携・協働を高め、子供たちの健康課題解決を
全国養護教諭連絡協議会
副会長

田中

和子

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。今年度は、
「新型コロナウイルス感染症対策」とともにスタートし
た１年でした。感染が拡大し、気持ちの休まることのない日が続いていることと推察い
たします。そのような中、養護教諭の専門性を発揮し活躍される姿に、養護教諭への期
待と職務への理解が更に深まったのではないかと感じております。
さて、第26回研究協議会は、３月１日から１か月間のWEB配信による開催となり、全
国から大勢の会員の皆様にご視聴いただき、誠にありがとうございました。会場とは
違った環境の中で、じっくりと視聴していただけたのではないでしょうか。フォーラムでは、先に発刊いたしま
した「瑞星」第12号の執筆者の中からシンポジストをお願いし、紙面だけでは伝えきれない実践内容と提言をご
発表いただきました。シンポジストの方々の「連携・協働を高め、健康課題解決を目指した取組」を共有し、そ
の後の意見交換により、学びを深める貴重な機会となりました。私たち養護教諭が中心となり、校内外との組織
的な連携・協働を高めることが、子供たちの健康課題解決の大きな力になることを再認識できたのではないかと
思います。
また、研究誌「瑞星」は発刊を重ね12号となり、本号でも全国の皆様の素晴らしい実践が紹介されています。
その実践や足跡に触れることにより、自校の学校保健の取組を振り返り、今後の学校保健の充実と推進のために
活かしていただけると確信しております。
そして、昨年10月にご協力いただいた「令和２年度養護教諭の職務に関する調査」では、調査項目に「新型コ
ロナウイルス感染症対策」を追加し実施いたしました。感染症の対策や対応に奔走されている中ご回答いただき、
重ねて御礼申し上げます。現在、調査研究委員会において、結果の分析を行っております。その結果を報告書と
して皆様にお知らせし、
「基本調査」とともに、関係省庁、関連団体と連携するための資料とさせていただきます。
本会では、これからも養護教諭の資質向上、職の充実と発展のための取組を積極的に進めて参ります。今後と
も、各研究会・会員の皆様のご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

祝 文部科学大臣表彰
加藤 智子
齋藤美佐子
中西
規
山本 康子
坪坂由美子
浅川菜穂美
髙井かおる
寒
雅子
岡本 幹子

先生（秋田県）
先生（千葉県）
先生（千葉県）
先生（東京都）
先生（石川県）
先生（山梨県）
先生（岐阜県）
先生（滋賀県）
先生（大阪府）

受賞おめでとう
ございます

祝 日本学 校 保 健 会 会 長 賞 受 賞
日本学校保健会創立100周年記念式典が令和２
年12月５日、東京、経団連会館にて行われまし
た。記念表彰におきまして、本会歴代会長が、
永年にわたり学校保健の推進と発展に尽力した、
その顕著な功績が認められ、日本学校保健会会
長賞を受賞いたしました。当日は、新型コロナ
ウイルス感染症の感
染拡大防止のため式
典が縮小され、本会
受賞者を代表し、初
代会長の中村道子顧
問が表彰式に出席い
たしました。

日本学校保健会会長賞
初代会長
第２代会長
第３代会長
第４代会長
第５代会長
第６代会長
第７代会長
第８代会長
第９代会長
第10代会長
第11代会長
第12代会長
第13代会長

受賞者

中村 道子
佐藤紀久榮
林
典子
阿部 伊織
鎌倉ひろみ
安藤 節子
折笠 慶子
水戸 俊子（故人）
堀田美枝子
濁川こず枝
木嶋 晴代
村井 伸子
浅野 明美
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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
学校健康診断における身体測定の歴史に学ぶこと
日本学校保健会

常務理事

村

田

光

範

わが国における学校健康診断は1888年に始まり、現在までに130年以上の歴史がある。
この間一貫して身長と体重はすべての児童生徒等を対象に測定されたが、2014年４月30
日付けの文部科学省通知「学校保健安全法施行規則の一部改正等について」において「前
略、児童生徒等の発育を評価する上で、身長曲線・体重曲線等を積極的に活用すること
が重要となること」とされるまで、これらの測定値は個々の児童生徒等の発育評価に用
いられることがなかった。この理由を知るために学校健康診断の歴史に目を向けたい。
2014年４月30日の通知まで学校健康診断における身長と体重の測定の目的は、一言で
いえば、
「欧米人の体格に追いつき、追い越せ」であった。その背景は日清・日露戦争以
来みせつけられた日本人と欧米人との体格の大きな差である。1887年に制定された「学
生生徒身体検査規程」では体格を「強健、中等、薄弱の三等に区分」し、1920年に制定された「学生生徒児童身体
検査規程」では「発育概評」の基準を設け、体格を甲、乙、丙に分けた。1937年に制定された「学生生徒身体検査規程」
では、性別、年齢別の身長と体重の平均値が重視された。その理由は性別、年齢別の身長と体重の平均値が年々大
きくなることは、将来の日本人の体格が大きくなることを意味するからである。この考えは現在の学校健康診断に
も引き継がれている。
要するに、1888年から1936年までは体格の大きな子どもの選別のために、1937年から2014年までは体格の大き
な子どもの育成のために学校健康診断における身長と体重の測定値が活用されてきた。明治以来欧米化の道をた
どり、かつ戦争に継ぐ戦争を経てきたわが国において学校健康診断における身長と体重の測定値が体格評価のた
めのみに用いられてきたことは仕方がないとはいえ、大変残念なことである。
身長と体重の測定値は個々の児童生徒等の成長を正しく評価するために用いられなければならない。身長と体
重の平均値は個々の児童生徒等の成長評価にはまったく意味がなく、身長・体重成長曲線と肥満度曲線こそが個々
の児童生徒等の成長を評価する唯一の手段であることを認識していただきたい。
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全国養護教諭連絡協議会に望むこと
全国高等学校長協会

会長

萩

原

聡

コロナ禍が続く中で、年が明けました。学校では、令和２年の春以来、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止を図る中で、細心の注意を払い、教職員が一丸となって児童・
生徒の指導に取り組んできました。こうした中で、養護教諭は学校保健の専門家とし
て、その知見を生かして活躍されています。
全国養護教諭連絡協議会では、長年にわたり学校保健についての研究・交流を積み
重ねてこられました。現在は、新型コロナウイルスの感染拡大防止が至上命題となり、
感染防止に特に焦点が当たっていますが、コロナ禍の中で不安定になりがちな子供の
心のケアの問題への対応や、従前から取り組んできたがん教育をはじめ、児童・生徒
に対する保健指導には、様々な課題が存在していることも忘れてはなりません。全国養護教諭連絡協議会がこれ
まで研究を積み重ねてきたことは大きな財産となり、日々の保健指導で生かされています。
また、全国養護教諭連絡協議会には、学校種を超えて養護教諭が集まって交流していますが、これは長い期間
の中で子供の成長を考えていくことにつながり、教育研究を行う団体としての強みとなっています。全国養護教
諭連絡協議会が、様々な活動を通じて先生方の資質・能力を高めることに貢献されていることに、敬意を表した
いと思います。
いまだ終息の見通しが立たない現在のコロナ禍の中で、養護教諭はその知見を発揮し、学校の保健指導の質を
高めていくことに寄与しています。今後も、新型コロナウイルス感染拡大の防止の指導の様々な場面で、養護教
諭が力を発揮されていきます。養護教諭には、揺るぎない信頼が寄せられています。
全国養護教諭連絡協議会は、養護教諭の専門性の向上の場として、教育界から大きな期待を集めており、今後
とも、保健指導の一層の充実が図られることを期待します。
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養護教諭の職務に関する調査ダイジェスト報告

№4

第４弾は、「アレルギー疾患への対応」について報告します。
１ アレルギー疾患で配慮や管理をしている幼児児童生徒数

○アドレナリン自己注射薬の処方数は幼稚園を除き、各校種別に学年が低いほど多く処方されていたが、アドレ
ナリン自己注射薬の使用数は中学校や高等学校に多くみられた。
２ アレルギー疾患のある幼児児童生徒への関わり方
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○すべての校種で、「アレルギー疾患の把握・管理」が 90％以上となっている。
○小・中学校では、「保護者との面談」「緊急時対応の研修会や訓練の企画・運営」「アレルギーに関する研修
会の企画・運営」が 80％以上となっている。
○アドレナリン自己注射薬や吸入器等の管理は特別支援学校を除き、年齢が下がるほど対応の割合が大きくなっている。
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第26回研究協議会報告
主

題

「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〜

実施方法 WEB開催（millviポータルによる動画配信）
本研究協議会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための「新しい生活様式」を検討
し、WEBでの開催といたしましたが、全国各地より多くの皆様方のご参加をいただきましたことに、心より感謝
申し上げます。
本研究協議会を通して、時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する中で、今後ますます校内外の連携と
協働を高め、学校保健の充実と推進を図っていくことを、ご参加いただきました皆様方と十分共有できたことと
思います。
基調講演

「学校保健の課題とその対応」
文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課

松

健康教育調査官

﨑

美

枝氏

参加者の声
●文部科学省調査官の松 先生のお話を直接聞くことができ、 ●松 調査官から直接お話をお聞きできる貴重な機会でした。食
大変貴重な機会でした。
この難局を仲間と共に乗り越えていけ
物アレルギー対応について、
自校の取組みを振り返る良い機会
るよう、感染症予防対策に努めていきたいと思います。
となりました。
●今年度は研修会の中止等で、学びを得る機会がほとんどなかっ ●新型コロナウイルス感染症に関わるお話は、今まで出された通
たので、動画配信で新型コロナウイルス感染症の現状や国の
知の解説も含まれていて、
この一年間の振り返りができました。
方針などを聞くことできたことが嬉しく、勉強になりました。
学校で進めている感染予防対策の根拠を確認しながら、
これか
らも進めていきたいです。
●新型コロナウイルス感染症への対応やアレルギー疾患に対する
取組について、大変わかりやすい内容でした。

フォーラム

「連携・協働を高め、健康課題解決を目指した取組を通して」
コーデイネーター

埼玉大学

教育学部

教授

戸

部

秀

之氏

養護教諭

岩

﨑

養護教諭

星

川

裕

養護教諭

宮

本

由香里 先生

養護教諭

横

山

佳緒里 先生

シンポジスト

岩﨑

先生

戸部

秀之

愛

星川

裕美

先生

氏

宮本由香里

参加者の声

先生

横山佳緒里

〈小学校〉
熊本県御船町立高木小学校
〈中学校〉
山形県尾花沢市立尾花沢中学校
〈高等学校〉
長野県中野立志館高等学校
〈特別支援学校〉
福島県立西郷支援学校

愛 先生
美 先生

先生

●４人の先生方の生き生きとした実践発表・提言から、戸部先生
のまとめに至るまでの全体を通しての内容は、
とても充実してい
て、勉強になりました。
●座談会ではシンポジストの先生方が、
お互いの取組について笑
顔で質問しあう様子が、
とても良かったです。
●「連携」を大切にするために、養護教諭自らが動くことと、理解
者を増やすことがポイントだとわかりました。

●フォーラムでは、校種を超えての実践を聞くことができ、子供の
成長に合わせて取り組む大切さを改めて感じました。子供の興
味関心に合わせる工夫やマンネリにならないヒントをいただき、
さっそく本校でも挑戦してみたいと思いました。
●戸部先生からいただく養護教諭の実践への的確なアドバイス
は、
自校で取り組む際の参考になります。
また温かな助言に、明
日への活力をいただきました。
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令和２年度理事会
令和２年度理事会は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されたため、１月16日（土）
WEBで開催いたしました。今年度は３名の理事の先生方が交代され、新しい理事の先生方を含め
た５名の理事の先生方全員に、ご出席いただくことができました。
最初に本会の活動報告をさせていただきました後に、学校現場における養護教諭の働き方改革
ならびに、新型コロナウイルス感染症への対応等の様々な課題について、各ブロックの現状を伺
いながら、意見交換を行うことができました。いただいたご意見は、今後の本会の要請要望活動
に活かして参ります。今回も貴重なご意見をたくさんお寄せくださった各ブロックの先生方、本
当にありがとうございました。またご多用の中、ご参加いただきました理事の先生方に、重ねて
感謝申し上げます。

【本年度の理事の先生方】
北海道・東北ブロック
関東ブロック
中部ブロック
近畿ブロック
中国・四国・九州ブロック

関
広
笠
森
松

美代子 先生（弘前市立東目屋中学校）
菜々子 先生（東京都立千歳丘高等学校）
圭 子 先生（永平寺町立吉野小学校）
真 理 先生（大阪市立海老江西小学校）
幸 代 先生（丸亀市立飯山北小学校）

瀬
川
川
下

新理事の
先生方を
ご紹介します
関

!

速報
１
２
３

美代子

先生

笠川

圭子

先生

幸代

先生

全国養護教諭連絡協議会 第23回研修会

実施方法：ＷEB開催（オンデマンド配信）
配信期間：配信の準備が整った後、1ヶ月間（令和３年８月16日〜９月15日頃を予定）
内
容

「新学習指導要領を踏まえた性に関する
指導について（仮題）」
埼玉大学教育学部

教授

戸部

秀之 氏

「『主体的･対話的で深い学び』の
実現を目指した保健授業」
新潟医療福祉大学健康科学部 准教授

４

松下

杉崎

弘周氏

「けがや病気の際のケーススタディー
救急車を呼ぶべきかの見極め」
和歌山県立医科大学 救急集中治療医学講座
高度救命救急センター 助教 那須 亨氏

「心の免疫力についての理論と支援のあり方」
〜ソーシャルエモーショナルラーニング〜

法政大学文学部心理学科 教授
法政大学大学院ライフスキル教育研究所長 渡辺

弥生 氏

そ の 他：申込期間や参加費等の詳細については、改めてお知らせいたします。

養護教諭の資質・能力向上を目指し、充実した研修となるよう様々な分野の方に講師をお願いしました。
また、今回は新型コロナウイルス感染症対策として、開催方式をWEB開催とします。動画配信サービスを利用し、動画視聴
形態で開催します。
今から夏の研修計画に加えていただき、ぜひ多くの皆様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
◆石川県養護教育研究会
本会は、昭和23年に「石川県養護教員連盟」として発足し、
一度の改称を経て、昭和47年から現在の「石川県養護教育
研究会」として活動を行っています。「会員の資質向上と連
携を図り、石川県学校保健の発展に寄与すること」を目的に、
県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園、
教育委員会事務局その他に勤務する養護教員で組織し、現
在は会員数330名、役員９名で運営しています。
【研修会・研究協議会】
昭和44年に「夏期研修会」、昭和45年に校種別に研修を
の情報の共有化に努めました。さらに、全体調査で個々の会
する「石川県養護教員校種別研修会」が始まりました。平
員が感染拡大防止対策の工夫として、様々なアイディアで実
成28年には夏期研修会が校種別研修会に統合され、平成30
年には校種別研修会が、校種の枠を取り払い、会員が研修 践されていることを知り、集まったアイディアをＨＰで紹介し、
会員の執務の効率化につながるように情報の共有化を図りま
したい分科会に参加できる「石川県養護教員研究協議会」
した。その他、希望する個人やグループに対して研究が深ま
に改めましたが、夏季休業中の期間に、全県の養護教諭が
一堂に会して行う研修会は、毎年開催してきました。しかし、 るように、大学教授等によるアドバイザー支援事業も行って
います。
今年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、
研究集録など本研究会の発刊書籍の表紙に、研究会のシ
初めて開催中止をせざるを得ませんでした。
ンボールマークとして、ユリの絵が研究会の歩みとともに形を
【研究・研究集録】
変えながら、ずっと描かれています。現在のユリの絵には、
毎年、本研究会の取組や県内各地区での研究実践等を収
めている研究集録ですが、今年は一部内容を変更し、研究 「他者とのつながりの中で、これからの未来に新しい価値や大
きな可能性を感じられるように」との願いが込められています。
協議会発表のためにご準備をいただきました実践発表、分
本研究会も時代や会員のニーズに応えながら、諸先輩方が培っ
科会提案者の先生方の誌面発表の場とし、全会員での研修
てきた歩みを次世代に引き継ぐことを大切にし、会の目的達成
と代替させていただきました。また、新型コロナウイルスの
のために、これからも取り組んでいきたいと思います。
対応で苦慮されている会員の一助となればと、急遽執務に関
（文責 石川県養護教育研究会 会長 塚野 知加）
する全体調査を行い、結果をＨＰ・研究集録に載せ、会員と

◆兵庫県養護教諭研究会連盟
70年余りの長い歴史を持つ兵庫県養護教諭研究会連盟は、 教諭連絡協議会の加入、関係事業団体への参加等であり、
学校種や私公立の枠を超えた県下の研究会が連合した組織と 会員の研究と研修を重ねながら、養護教諭のつながりを深め
る機会となっています。
して誕生しました。現在1,340人の会員が所属しています。混
乱の時代に、研究会組織を立ち上げられた当時の先輩の、 【兵庫県養護教諭研究協議大会】
年１度、兵庫県下の養護教諭が一堂に会しての研究協議
これからの養護教諭に対する強い思いと、歩みを後世に残し
引き継いでいこうとする熱い思いは、現在も脈々と受け継がれ 大会は、「県大会」の通称で呼ばれ、輪番制の大会開催地
区にも、参加する県下の会員にも、研修と交流の機会となる
ています。
特別な研修会です。今年度、第74回を迎える「研究協議大
【連盟事業と推進委員会】
会」は残念ながら新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止
輪番で地区ブロックごとの研究会より選出された役員が推
対策のために中止となりました。開催にむけて、 新しい生活
進委員会を結成し、事業の計画・立案・運営を担い、理事
様式 を取り入れた形で検討されてきた事柄が、今後の大会
会を通じて会員への啓発や情報の発信をしています。主な連
運営にも役立っていくことでしょう。また今年度の大会研究
盟事業は、県教育委員会と共催の夏期実務講習会、近畿養
発表内容は、『研究発表集』として刊行する予定です。
護教諭研究協議会の開催と研究協議の参加、当番地区を決
めて運営する兵庫県養護教諭研究協議大会開催、全国養護 【『いずみ』誌】
兵庫県養護教諭研究協議大会を企画する大会開催地区が
中心となって編集を進めています。何年も前から見通しを
もって構想を練り、大変充実した内容の冊子が毎年刊行され
ています。大会の開催内容以外にも、「執務の周辺」「地区
だより」「前年度の大会等研修の参加報告」「各地区の研究
状況」等も掲載し、会員の実践を共有しながら研修を深める
手引き書にもなっています。
これからも養護教諭同士の連携を大切にし、学校保健の
進展に寄与し続けることのできる組織でありたいと思います。
（文責 兵庫県養護教諭研究会連盟 会長 高田 紀子）
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◆仙台市学校保健会養護教諭部会
仙台市は平成元年、政令指定都市に指定され、令和元年
度に政令指定都市・区政移行30周年を迎えました。本会は
仙台市学校保健会の６部会（校長部会・校医部会・歯科校
医部会・学校薬剤師会・保健主事部会・養護教諭部会）の
一つの組織として、
「本会に加入している養護教諭が協力し、
児童生徒に適切な健康管理と健康教育を施し、明るく健や
かな、心身とともに健康な児童生徒の育成に寄与すること」
を目的として、小・中・高・特別支援学校の校種間を超え
た養護教諭の交流と研修を深め、養護教諭の資質向上や学
た。
「悩みや困りのある子どもの援助と校内のコーディネート」
校保健の充実に取り組んでいます。
について講演・対談をいただく予定だった東京成徳大学教授
【総会・研修会等の開催】
石隈利紀氏と宮城大学准教授 相樂直子氏からは、事前
例年は５月に総会を開催し、総会後に講演会を実施してい の質問にお答えいただく形で「チーム学校における養護教諭
ます。今年度は新型コロナウイルス感染症の流行拡大の影響
への期待」として情報提供をいただきました。
で総会は書面決議、仙台頭痛脳神経外科クリニック院長
【研究について】
松森保彦氏の講演については中止となりました。また、夏休
研究は小中それぞれの教育研究会の組織でも行い、年に１
み中には小中高合同ブロック研修会（ブロック会と事例検討
度研究誌を発行しています。本会では「養護教諭部通信」を
やシンポジウム、講演会等学びを深めるための研修）を実施 発行し、情報を発信しています。今年度はかつて経験したこ
しています。今年度は一堂が会しての研修会の開催は中止 とのない感染症と直面し、様々な制約の中で、模索しながら
し、会場を分散させてブロック会のみ実施しました。日頃の
の活動となりました。まだ厳しい状況は続きますが、本部会
執務に関すること、新型コロナウイルス感染症についての各
が大切にしている「年代や校種の垣根を超えた会員同士の
学校の取組や課題を各ブロックで話し合い、記録のまとめを
交流と連携」を深め、更なる学校保健の充実を目ざし活動し
全会員に配信して情報共有を図りました。コロナ禍で養護教
ていきたいと思います。
諭同士の交流と研修の場が得られない中、ブロック会を開催 （文責 仙台市学校保健会養護教諭部会 部会長 庄司 昌子）
し、話し合いの場を得られたことは、貴重な時間となりまし

◆横浜市養護教諭研究会
本会は、横浜市立小学校、中学校、高等学校、特別支援
発 行していま
学校に勤務する全ての養護教諭をもって組織された研究会
す。他 都 市と
で、養護教諭の先輩方のご尽力により、1982年（昭和57年） の交流資 料と
に発足しました。各校種研究会と横浜市学校保健会養護教
して 活 用する
諭部会等の活動をもって本研究会の活動としています。各組
とともに、全
織の代表による役員会を毎月あるいは必要に応じて随時開催 会員が閲覧す
し、各校種研究会が行っている活動の情報交換を行うととも ることが でき
に、様々な諸課題について、横浜市の養護教諭として進むべ
るように、本
き方向性を協議・調整し、共通理解・共通認識のもと連携
研究会のホー
を深め活動を推進しています。また、この役員会には、横浜
ムページにも掲載しています。
市教育委員会等の関係機関の方々にもご出席いただき、連携 【取り組み】
を深めることができるよう努めています。そして、本研究会
これまで本研究会では、「養護教諭実務事例集」や「横
には、養護教諭であった現管理職の先生方にも加入していた
浜市養護教諭のあゆみ」
「養護教諭実務事例集・改訂版」
「異
だき、それぞれの立場、様々な見識からのご意見やご助言を
動時のチェックリスト」「学校事故における養護教諭の危機
いただいています。
管理」などを作成してきました。
【総会・講演会・歓送迎会】
今年度、新型コロナウイルス感染拡大により、養護教諭の
毎年６月に、各組織の総会とは別に、本 研究会として総
職務にも大きな影響をもたらし、誰もが不安な日々を送って
会・講演会を開催しています。そして、総会終了後には、は います。このような中、研究会として、「養護教諭同士、こ
まゆう会（退職者養護教諭の会）と共催し、退職・新採用
んな時だからこそつながっていきましょう」というメッセージ
の方々の歓送迎会を開催しています。ただし、2020年度（令
を発信する必要を感じ、思いをそのままタイトルにして、会員
和２年度）の総会は書面総会に、講演会・歓送迎会は中止 向けのおたよりを不定期に発行しています。
となりました。
本研究会には、本年度も580人以上の方々が加入していま
【保健集録】
す。校種や経験年数が違っても、子どもたちの笑顔を守り、
本研究会の研究誌「保健集録」は、横浜市立小・中・高・
一人ひとりの養護教諭が前を向いて歩いていくことができるよ
特別支援学校の全校種研究会における研究内容と本研究会
うな組織にしていきたいと思っています。
から参加する全国大会等各種大会の概要を掲載し、年１回
（文責 横浜市養護教諭研究会 会長 岩瀬 美由紀）

