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平成 20 年度近畿学校保健学会会費を同封の振込用
紙にてお振り込み下さい。なお、平成 19 年度未納の方
は２年分の額を記載した振込用紙が入っていますので、
ご確認の上、振込をお願いします。
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第 55 回近畿学校保健学会を開催するにあたって
第 55 回近畿学校保健学会
学会長 白石 龍生
この度伝統ある近畿学校保健学会の会長をお引き受けすることになり，身に余る光栄
と存じております。5 年前に近畿学校保健学会 50 周年記念誌の編集に関わらせていた
だいた時にも述べたのですが，子どもたちの健康に関心がある人々がもっと気軽に参加
できる学会であってほしいと常々思っております。
本学会は，発足当時は研究者，教育者，医者等子ども達の健康に対して危機感を抱い
た先駆者が自然発生的に集まって学会を組織したように思っております。
私が，研究者になって初めて学会発表を行ったのはこの学会ですし，この近畿学校保
健学会の会員の先生方に育てていただいたと思っております。学会としての組織は歴代
の幹事長をはじめ先人の努力により，まとまってきたと思います。しかし近年学会構成
員の職種に偏りが生じているのも事実です。発足当時は，教諭（保健主事，校長），養
護教諭，学校医，学校歯科医，学校薬剤師，大学の教員等多種多様な方々が参集されて
いましたが，最近は，特に教諭（保健主事，校長），学校医，学校歯科医および学校薬
剤師の先生方の参加が減少しています。
本年度の学会においては，シンポジストとしてこれらの先生方にご参加頂き，学会発
足時と同じような活気あるものにできないかと考えております。
そこでシンポジウムのテーマを「これからの学校保健を考える」としまして，様々な
立場の先生方から提言を頂きたいと考えております。そしてその過程の中でそれぞれの
会員が，新しいビジョンを持って研究を進めていけるような動機付けになればこんなに
有り難いことはないと考えております。
一方，子ども達の発育発達現象を対象として研究を続けてこられました兵庫教育大学
の三野 耕教授には，特別講演をしていただきます。長年にわたって研究なさってこら
れたことのほんの一部についてしかご紹介していただける時間的余裕がないかもしれ
ませんが，我々会員にとって有意義な講演になると考えております。
また午前の一般研究発表，評議委員会および総会のあとの時間には，日本保健医療行
動科学会を初めとして様々な学会等で講演や体験学習を実施なさっておられるフィー
リングアーツ研究会の代表北村義博先生および副代表の本学会の幹事でもあります吉
岡隆之先生による体験学習フィーリングアーツ－癒しの芸術－を実際に体感していた
だきたいと考えております。正会員はもとより当日会員の人々も含めまして，多数の先
生方の参加を期待しております。
最後に，本学会を開催するにあたり様々な面でご支援ご援助くださいました大阪府教
育委員会，大阪市教育委員会，堺市教育委員会，大阪府医師会，大阪府学校歯科医会，
大阪府学校薬剤師会をはじめとする諸団体，本学会運営委員の先生方，本学養護教育講
座の諸先生，そして大学院生，学部学生の皆さんにこの場を借りて深謝いたします。
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近畿学校保健学会開催要項
第 55 回近畿学校保健学会会長
大阪教育大学

白石龍生

養護教育講座

第 55 回近畿学校保健学会を下記の通り開催します。今学会は、学校現場での実践報告も歓迎いたします。皆様
のご参加を心よりお待ちいたします。
記
大阪市天王寺区石が辻町 19－12

１．会場

ホテルアウィーナ大阪

２．日時

平成 20 年 6 月 21 日（土）9：00～17：15

午前・一般演題
昼

・評議員会

午後・総会
・体験学習ワークショップ

－癒しの芸術フィーリングアーツ－

演者：北村義博（フィーリングアーツ研究会代表）・吉岡隆之（
・特別講演

同

研究会副代表）

「学齢期における身体情報の個別的評価とその利用」
講師：三野

耕（兵庫教育大学

教授）

座長：白石龍生（学会長・大阪教育大学
・シンポジウム
基調講演

教授）

「これからの学校保健を考える」
講師：白石龍生（学会長・大阪教育大学

教授）

シンポジスト
・養護教諭の立場から

佐伯光子（西宮市立鳴尾東小学校

・保健主事部会の立場から

竹内千佳夫（大阪府学校保健会

・学校医の立場から

小川

・教育委員会の立場から

中尾俊治（大阪府教育委員会

實（小川クリニック院長・大阪府立池島高等学校学校医）

座長：宮下和久（和歌山県立医科大学
３．参加申込

養護教諭）
保健主事部会会長）

教育振興室

保健体育課長）

教授）・北口和美（大阪教育大学

教授）

特に必要ありません。当日会場にお越し下さい。
無料（但し、平成 20 年度会費納入者）、当日会員 2,000 円、当日学生会員 1,000 円

４．参加費

正会員

５．懇親会

平成 20 年 6 月 21 日（土）17：30 よりホテルアウィーナ大阪「金剛の間」にて懇親会を開催いたし
ます。参加費は 5,000 円（当日受付ます）です。お気軽に、是非ご参加下さい。

◎

一般演題発表者は共同研究者を含め正会員であることが必要です。会員でない方は、年会費 3,000 円
を下記郵便振替口座にお振込み下さい。
加入者名

：近畿学校保健学会

加入者番号：00940－5－181826

〒657－8501

兵庫県神戸市灘区鶴甲 3－11

神戸大学大学院人間発達環境学研究科
近畿学校保健学会事務局
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第 55 回近畿学校保健学会プログラム
9：00
9：30

12：00
12：10
13：00
14：00

14：３0
14：40

15：40

受付開始

【受付場所：３F ロビー】

一般演題発表
A 会場 【葛城 ３F】
B 会場 【信貴 ３F】
C 会場 【生駒 ３F】
評議員会（昼食）
総会

【会場：金剛（東）４F】

【会場：A 会場（葛城）】

体験学習ワークショップー癒しの芸術フィーリングアーツー
【会場：A 会場（葛城）】
演者 フィーリングアーツ研究会代表
北村義博
フィーリングアーツ研究会副代表 吉岡隆之
特別講演
【会場：A 会場（葛城）】
講師：三野 耕（兵庫教育大学 教授）
「学齢期における身体情報の個別的評価とその利用」
座長：白石龍生（学会長・大阪教育大学 教授）

15：50

17：15

17：30

【会場：A 会場（葛城）】
シンポジウム 「これからの学校保健を考える」
基調講演 講師：白石龍生（学会長・大阪教育大学 教授）
シンポジスト
・ 佐伯光子 （西宮市立鳴尾東小学校 養護教諭）
・ 竹内千佳夫（大阪府学校保健会 保健主事部会会長）
・ 小川 實 （小川クリニック院長 大阪府立池島高等学校学校医）
・ 中尾俊治 （大阪府教育委員会 教育振興室 保健体育課長）
座長：宮下和久（和歌山県立医科大学 教授）
北口和美（大阪教育大学 教授）

移動
懇親会

【会場：金剛（東）４F】
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プログラム
一般演題（口演 10 分・討論 5 分） 9：30～12：00
Ａ会場（葛城）
養護教諭の活動(1)
A-1

座長

岡本幹子（大阪市養護教員会）

養護教諭の看護能力に対する教諭の期待
○辻

A-2

9：30～10：00

立世（兵庫大学）

養護教諭は、保健室の位置をどのように評価しているか
○石塚智惠子（京都市立東山小学校）、井上文夫（京都教育大学体育学科）

養護教諭の活動(2)
A-3

座長

日垣慶子（大阪府学校保健会養護教諭部会）

兵庫県私立学校養護教諭のもつ養護実習受け入れに対する意識
○林

A-4

10：00～10：30

照子（園田学園女子大学人間健康学部総合健康学科）

児童生徒の災害時の心のケアにおける連携に関する報告－養護教諭とスクールカウンセラ
ーの役割に着目して－
○矢根江里子（兵庫県立龍野実業高等学校(定時制)）、林
健康学部総合健康学科）

特別支援教育
A-5

10：30～11：15

座長

照子（園田学園女子大学人間

川畑徹朗（神戸大学大学院）

病弱支援学校に在籍する児童生徒の復学に向けて必要な支援に関する研究－養護教諭の果
たす役割と課題－
○池川典子（大阪府立泉北高等支援学校）、徳山美智子（大阪女子短期大学）、和田真理
菜（大阪府立羽曳野支援学校）

A-6

特別支援教育としての学級集団における「怒りのマネジメント」を実施して
○古角好美（大阪市立桃陽小学校）

A-7

特別支援学校におけるヒヤリハットの対応と養護教諭の役割に関する実践報告
○宮本文子（大阪府立茨木支援学校）、辻

発達障害
A-8

11：15～12：00

座長

立世（兵庫大学）

石川哲也（神戸大学大学院）

児童の注意欠陥多動性障害と妊娠期の母親の喫煙の関連性
○吉益光一、宮下和久（和歌山県立医科大学医学部衛生学教室）、宮井信行（大阪教育大
学）、戸村多郎（関西医療学園専門学校）

A-9

通常学級に在籍する発達障害のある子どもに関わる小学校教員の感想と、それに対する保
護者の反応
○笠井恵美（川崎医療福祉大学大学院）、松嶋紀子（川崎医療福祉大学）

A-10

知的障害の子どもの死亡例について
○西牧真里（関西福祉科学大学健康福祉学部）、西牧謙吾（独立行政法人国立特別支援教
育総合研究所）
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Ｂ会場（信貴）
発育発達
B-1

9：30～10：15

後和美朝（大阪国際大学）

生活習慣が筋量の発達に与える影響
○藤原

B-2

座長

寛（京都府立医科大学小児科）、井上文夫（京都教育大学体育学科）

成長期の生活習慣が大学生の運動能力に及ぼす影響
○井上文夫、石塚智惠子（京都教育大学体育学科）、藤原

B-3

寛（京都府立医科大学小児科）

下肢長の発育をめぐって
○五十嵐裕子（和歌山県立医科大学大学院医学研究科）、宮下和久、武田眞太郎（和歌山
県立医科大学医学部衛生学教室）、内海みよ子（和歌山県立医科大学保健看護学部）、
後和美朝（大阪国際大学）

生活習慣
B-4

10：15～11：00

座長

藤原

寛（京都府立医科大学）

女子学生の食行動の関連要因に関する研究
○桑原恵介、石川哲也、川畑徹朗、中村晴信（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）、
島井哲志（心理測定サービス健康心理学研究所）、甲田勝康（近畿大学医学部公衆衛生
学）

B-5

大阪市内の一つの小学校における生活活動状況と傷害発生の状況
○宮本邦彦、名村晴子、東根裕子、山口静枝、中島英洋、団野源一（大阪青山大学健康
科学部）、森岡郁晴（和歌山県立医科大学保健看護学部）、宮井信行（大阪教育大学）

B-6

生活習慣調査と分析
○山本裕子（大津市立唐崎中学校）

性教育･性行動(1)
B-7

11：00～11：30

座長

北村陽英（奈良教育大学）

家族や友人が中学生の性行動に与える影響に関する文献研究
○萩原久美子、川畑徹朗、石川哲也、中村晴信、今出友紀子、宋
院人間発達環境学研究科）

B-8

性感染症予防教育における学生の性意識の変化と学習効果について
○楠本久美子（四天王寺大学）、辻

性教育･性行動(2)
B-9

昇勲（神戸大学大学

11：30～12：00

座長

立世（兵庫大学）

楠本久美子（四天王寺大学）

カフェテリア方式性教育 4 年目の展開に関する研究
○江嵜和子（京都市教育相談総合センター）、浅田裕美子（京都市立崇仁小学校）

B-10 カナダにおけるセクシャル・ヘルス教育に関する研究
○増山隆太、石川哲也、川畑徹朗、中村晴信、藤宮正規（神戸大学大学院人間発達環境学
研究科）
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Ｃ会場（生駒）
危機管理
C-1

9：30～10：00

座長

吉岡隆之（神戸市看護大学）

大阪府内公立学校における AED 設置と危機管理
○澤村麗那（学校法人プール学院中学校高等学校）、湊
北口和美（大阪教育大学）

C-2

優子（吹田市立佐井寺小学校）、

インターネットの使用が青少年の危険行動に及ぼす影響
○宋 昇勲、川畑徹朗、石川哲也、中村晴信、今出友紀子、萩原久美子、菱田一哉（神
戸大学大学院人間発達環境学研究科）

健康教育
C-3

10：00～10：45

座長

藤居正博（滋賀県歯科医師会）

英国における薬物乱用防止教育に関する研究
○藤宮正規、石川哲也、川畑徹朗、中村晴信、増山隆太（神戸大学大学院人間発達環境
学研究科）

C-4

オーストラリアのいじめ防止プログラム「Friendly Schools & Families」の紹介
○菱田一哉、川畑徹朗、宋

C-5

昇勲（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

学校歯科保健教材（1）CO を考えよう（2）GO を考えようの発刊について
○藤居正博（滋賀県歯科医師会）

学習意欲
C-6

10：45～11：15

座長

宮井信行（大阪教育大学）

勤労専門学校生における学習関連尺度の検討－疲労因子に関係する事項について－
○戸村多郎（関西医療学園専門学校）、吉益光一、宮下和久（和歌山県立医科大学医学部
衛生学教室）

C-7

保育者養成系大学と教員養成系大学における学生の意識、態度および生活行動
○永井純子（福山平成大学）、西岡伸紀、砂田雅子、日垣慶子、田中まり子、勝野眞吾（兵
庫教育大学）、大川尚子（関西福祉科学大学）

地域連携
C-8

11：15～12：00

座長

森岡郁晴（和歌山県立医科大学）

地域医療専門職の学校健康教育への参画の試み－在宅療養支援をテーマとして－
○前馬理恵（和歌山県立医科大学保健看護学部）、井上加恵（和歌山県訪問看護ステーシ
ョン連絡協議会）

C-9

小児成育医療支援室と学校の連携
○坪倉佳澄（和歌山県立医科大学小児成育医療支援室）、南 弘一（和歌山県医科大学小
児科）、内海みよ子、柳川敏彦（和歌山県立医科大学保健看護学部）

C-10 地域小学校における肥満の現状と認知行動療法による肥満治療
○飯塚忠史（和歌山県立医科大学紀北分院）、米田勝紀（米田小児科）、内海みよ子（和
歌山県立医科大学保健看護学部）
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運営についてのご案内
◎

受付時間・場所
平成 20 年 6 月 21 日（土） 9：00～
ホテルアウィーナ大阪 ３F ロビー

◎

受付テーブルの区分
①

評議員
・評議員受付で府県名、氏名をお申し出頂き、名札と抄録集をお受け取り下さい。
・平成 20 年度学会費未納の方は、年会費 3,000 円をお納め下さい。
・評議員会出席の方は、受付時に昼食代（1,000 円）を別途お支払いの上、弁当引換券をお
受け取り下さい。
② 一般会員
・一般会員受付で府県名、氏名をお申し出頂き、名札と抄録集をお受け取り下さい。
・平成 20 年度学会費未納の方は、年会費 3,000 円をお納め下さい。
③ 当日会員（参加費：一般 2,000 円、学生・院生 1,000 円）
・受付で記入票を受け取り、必要事項をご記入の上、参加費をお納め下さい。名札と抄録集
をお受け取り下さい。
④ 新規入会希望者
・ 受付で入会申込用紙を受け取り、必要事項をご記入の上、年会費 3,000 円をお納め下さ
い。名札と抄録集をお受け取り下さい。
⑤ 座長・講演演者・シンポジスト
・受付で、氏名をお申し出頂き、名札と抄録集をお受け取り下さい。
※ 懇親会（会費 5,000 円）：受付にお申し出下さい。
※ 名札には氏名、所属を各自で記入し、会場では必ずご着用下さい。

◎

一般演題発表者の方へ
①
②

前演者の口演が始まると同時に、各会場前方の次演者席に、ご着席下さい。
口演時間 10 分、討論時間 5 分です。時間厳守をお願いします。
時間が延長すると座長が発表の打ち切りを指示します。ご協力をお願いします。
③ 発表には、パワーポイント（Windows2003）を使用できます。各自の USB メモリーを持
参していただき、あらかじめ係員にお渡し下さい。
その他の視聴覚機器は使用できません。
Mac の方はあらかじめ Windows に変換してきて下さい。
「図がずれないかどうか」あらか
じめ確認をお願いします。（ずれた場合でもその場で訂正はできません。）
④ 配布資料がある場合は、発表 30 分前までに 100 部各会場の受付に提出して下さい。

◎

座長の先生方へ
① 前座長の登壇後、前方の次座長席に、ご着席下さい。
② 受け持ち時間の進行は一任しますが、1 題あたり、15 分以内で進行されるようお願いしま
す。
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③ 慣例により、後日「学会通信」用の座長のまとめをお願いします。
締め切りは、平成 20 年 7 月 23 日（水）です。その際、座長を務めていただいた発表の中
から、優秀な発表と認められるものを選んで、特に講評をお願いします。

◎

その他
・学会開催時間内は、携帯電話等の通信機器類は、マナーモードにするか電源をお切り下さい
ますようお願い致します。
・手荷物預かりのサービスは行いませんのでご了承下さい。

◇

学会場へのアクセス

◇
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ライフスキル（心の能力）の形成を目指す

ＪＫＹＢ健康教育一日ワークショップ大阪
期日：2008 年６月 22 日（日）午前９時〜午後４時半
会場：ECC 国際外語専門学校（大阪市北区中崎西 2-1-6）

09：00〜09：30

受け付け（７階ラウンジ）

09：30〜09：45

開会式（７階 701＆702 号室）

初参加者コース

経験者コース

09：45〜12：00（701＆702 号室）

09：45〜12：00（703＆704 号室）

青少年の危険行動防止とライフスキル教育 朝ごはんを食べよう-朝食献立と食品表示の適用
（川畑徹朗）

12:00〜13:00

（春木

敏）

昼食休憩

選択コース１「ライフスキル教育」

選択コース２「食生活教育」

13：00〜16:00（701＆702 号室）

13：00〜16:00（703＆704 号室）

セルフエスティーム形成を中心とした
JKYB 食生活教育プログラム-理論と実際ＪＫＹＢライフスキル教育の実際
（川畑徹朗）
（春木 敏）

16：10〜16：30

閉会式（701＆702 号室）
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平成２０年度第１回近畿学校保健学会幹事会報告
日時
場所
出席

平成 20 年５月 25 日（日） 13:00〜17:00
ホテルアウィーナ大阪 ４階「マーガレット」
林、八木、長村、大川、小山、白石、須藤、堀内、吉岡、後和、松島、石川、勝野、川畑、西岡、島井、
中村、春木、永井（純）、辻井、北村、武田、宮下、森岡

議事
（１）平成２０年度および２１年度役員選挙結果について
森岡選挙管理委員長より選挙結果が報告され、承認された。
（２）第５５回近畿学校保健学会について
白石龍生年次学会長（大阪教育大学教授）より、第５５回近畿学校保健学会のプログラムについて説明があり、
質疑の後、承認された。
（３）議員員会および総会資料について
川畑幹事長より、平成２０年度近畿学校保健学会評議員会・総会資料について説明がなされ、承認された。
（４）第５６回近畿学校保健学会開催県、および学会長について
第５６回近畿学校保健学会は、辻井啓之奈良教育大学保健管理センター所長を会長として、奈良県で開催され
ることになった。
（５）平成２０年度および平成２１年度幹事長選出について（新幹事のみ）
平成２０年度および平成２１年度の幹事長として川畑徹朗神戸大学教授が選出された。
（６）その他（新幹事のみ）
川畑幹事長より、常任幹事として森岡郁晴和歌山医科大学教授、中村晴信神戸大学准教授が推薦され、承認さ
れた。追加の常任幹事と監事については幹事長に一任された。

編集後記
本号には、６月 21 日にホテルアウィーナ大阪を会場として開催される、第 55 回近畿学校保
健学会（白石龍生学会長）のプログラムと、翌日の６月 22 日に、大阪梅田の ECC 国際外語専
門学校を会場として開催されるＪＫＹＢ健康教育一日ワークショップ大阪（ＪＫＹＢライフスキル教
育研究会主催）のプログラムを掲載しました。学会は、非学会会員の当日参加も可能ですの
で、是非多くの方々をお誘い下さい。なお、ワークショップは当日受付を致しませんので、必ず
事前に参加登録をして下さい。
新しい選挙制度の下、初めて選挙によって評議員が選出されました。評議員の皆様に切に
御願いしたいことは、周囲の方々に近畿学校保健学会への入会を積極的に働きかけていただ
きたいということです。学会の活性化のためには、学会の財政基盤を安定化することが不可欠
です。どうぞ、よろしく御願い致します。
近畿学校保健学会幹事長 川畑徹朗
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