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年会費の納入と会員勧誘についてのお願い
本学会は会員の皆様の年会費を主な財源として運営しております。2021年度の会費（3,000円）を
まだ納めておられない方は，早急にお振込みくださいますようお願いいたします。
また，会員の皆様におかれましては，周囲の方々に本学会への入会をお勧めください。
右記のQRコード，学会ホームページから登録が可能です。よろしくお願いいたします。

連絡用メールアドレスの登録のお願い
本学会では今後，会員の皆さまへの諸連絡も迅速に行いたく，皆さまのメールアドレスの登録をお
願いしています。また，学会ホームページを活用して年次学会の各種申込書だけでなく，学会通信等
のダウンロードも検討しています。メールアドレスの登録はお名前，所属機関名，所属地区名

を kinki.sch.hlth@gmail.com までお送りいただくか，右記のQRコードから登録ください。
よろしくお願いいたします。
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第 68 回近畿学校保健学会
学会長 髙田 恵美子
（畿央大学 教育学部）
第 68 回近畿学校保健学会を畿央大学において 6 月 19 日に Web 開催をさせていただくにあた
り，皆様にご挨拶とご案内を申し上げます。
さて，このご挨拶の原稿を書かせていただいている 2021 年 4 月は，新型コロナウイルス感染
症の第 4 波襲来により，3 回目の緊急事態宣言が発令されたところです。従来株に比べ感染性が
増しているといわれている変異株が主流になりつつあり，医療体制が逼迫する中，ご尽力いただ
いている医療従事者等の皆様に心より感謝申し上げます。
また，学校においては，
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
～『学校の新しい生活様式』～」や ICT の積極的な活用による子供たちの「学びの保障」などを
もとに，子供たちの命と健康を守り，教育を受ける権利を保障していく取り組みが進められてい
ます。
さらに，2020 年から延期となった「東京オリンピック・パラリンピック 2020」の聖火リレー
も始まりました。本学西側道路も聖火ランナーの走行経路で，新型コロナウイルス感染拡大防止
に留意しながら実施されましたが，公道でのリレーを中止し，それに代わる方法で人々の思いを
つなげた自治体の様子も報道されています。この聖火リレー同様に第 68 回大会は，近畿学校保健
学会で初めてとなる Web 開催を行い，第 1 回大会からの歩みを止めずに学校保健に関する研究を
つなげていきたいと思い準備をしてまいりました。
第 68 回大会のテーマは「地域と連携した学校保健活動の推進」です。
「新しい時代の地方創生
の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」（答申）では，「学
校が子どもたちの豊かな学びと成長の場としての役割のみならず，地域コミュニティーの拠点と
しての役割も担っていかなければならない」と述べられています。そして，感染症はもとより，
子供たちの現代的な健康課題を解決するためには地域保健との連携・協働が不可欠です。
教育講演では，長年，地域保健に携わってこられた根津智子先生より「学校保健と地域保健の
連携」についてご講演いただきます。特別講演では，小須賀基通先生より「ムコ多糖症とは～症
状と治療について～」と題し，希少疾患であるムコ多糖症の支援に向けてご講演をいただきます。
シンポジウムでは，本大会のテーマについて，学校医，学校長，養護教諭，栄養教諭の先生方よ
りご発表いただきます。また，一般演題発表ではコロナ禍で研究が難しい中，18 演題の申込みを
いただきました。Web 開催ではありますが，積極的な討議がなされることを祈念しています。参
加申込みは現在も受け付けておりますが，6 月 4 日（金）以降の申込みについては，講演集の送
付はできません。PDF での配信となります。ご了承ください。
畿央大学には「やさしさをチカラに変える」というキャッチコピーがあります。第 68 回大会が
皆様一人ひとりのやさしさを子供たちの健康と安全を支援する「チカラ」に変える機会になるよ
う実行委員一同努めてまいります。
最後に，本学会を開催するにあたり，ご後援いただきました奈良県教育委員会，香芝市教育委
員会，広陵町教育委員会，奈良県医師会，奈良県歯科医師会，奈良県薬剤師会，奈良県学校保健
会，奈良県学校給食会をはじめとする諸団体の皆様に厚く御礼を申し上げます。
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第 68 回近畿学校保健学会プログラム
【テ ー マ】 「地域と連携した学校保健活動の推進」
【日

時】

2021 年 6 月 19 日（土）9：30～16：00

【開催方法】

オンライン開催（畿央大学より Web 会議ツールによるライブ配信）

【参 加 者】

6 月 4 日（金）
（講演集送付の場合）までに学会 HP のフォームより事前に参加
申込みを完了され，参加費を入金された方

時刻（予定）

会場

開催内容（敬称略）

A 会場

9：30～ 9：40 開会式
9：40～10：35 教育講演
「学校保健と地域保健の連携」

A 会場

講師：根津 智子（畿央大学健康科学部 教授）
10：45～12：30 一般演題発表（発表 8 分，討議 4 分）
＜養育・支援＞ A-1～A-2
＜大学教育＞

B-1～B-4

＜運動・安全＞ C-1～C-3

A-3～A-6

A 会場

＜食育・歯科保健＞ B-5～B-6

B 会場

＜性教育＞
＜COVID-19＞

C-4～C-6

C 会場

13：30～14：00 特別講演
「ムコ多糖症とは～症状と治療について～」
A 会場

講師：小須賀 基通
（国立成育医療研究センター遺伝診療科 診療部長）
共催：BioMarin Pharmaceutical Japan 株式会社
14：10～15：40 シンポジウム
「地域と連携した学校保健活動の推進」
コーディネーター：髙田 恵美子（畿央大学 教授）
「地域と連携した学校保健活動の推進 学校医の立場から」
シンポジスト：高橋 泰生（奈良県医師会 学校医）
「地域とともに子どもたちの健康を守る」

A 会場

シンポジスト：檜垣 志保（奈良市立朱雀小学校 校長）
「コミュニティ・スクールにおける学校保健活動の推進」
シンポジスト：向井 洋子（香芝市立二上小学校 養護教諭）
「家庭，地域と共に健康実践力を育む食育」
シンポジスト：横地 博子（橿原市立畝傍東小学校 栄養教諭）
15：40～15：50 評議員会・総会報告

A 会場

15：50～16：00 表彰式・閉会式

A 会場
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一般演題発表プログラム
A 会場
＜養育・支援＞ 10：45～11：19 座長 竹端佑介（大阪国際大学）
A-1 特別養子縁組制度と縁組後の支援について
－学校保健の視点からの考察－
○古川恵美 1)2)，池田友美 3)，鯵坂誠之 4)，中村恵 5)
1) 兵庫県立大学，2) 畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター，3) 摂南大学
4)大阪府立大学工業高等専門学校，5) 畿央大学
A-2 要支援児童を疑う子どもへの多職種連携の実際
○古山美穂（大阪府立大学大学院看護学研究科）
＜性教育＞ 11：20～12：28 座長 吉村知容（奈良県教育委員会事務局保健体育課）
A-3 学校における性に関する教育の進め方
－WISH 教育の取り組み－
○大西祐子（京都府立木津高等学校）
A-4 知的障害のある児童生徒に対する包括的性教育の展開に向けて
－卒業生と教師へのインタビュー調査より－
○鶴岡尚子 1)，林 修 2)
1) 和歌山大学教育学部附属特別支援学校，2) 和歌山大学
A-5 学校現場における性の多様性への意識
－公立小中学校教員への実態調査結果より 第 2 報－
○田中成子 1)，津田育久子 2)，藤田圭以子 3)，森田富士子 4)，鬼頭英明 5)
1) たなかや助産院，2) 津田助産院，3) 糸氏クリニック，4) 兵庫大学，5) 法政大学
A-6 外部講師による学校における性教育で期待されるテーマ
－公立小中学校教員への実態調査結果より－
○田中成子 1)，津田愛梨 2)，鬼頭英明 3)
1) たなかや助産院，2) 生きる性研究会，3) 法政大学
B 会場
＜大学教育＞ 10：45～11：53 座長 大川尚子（京都女子大学）
B-1 養護教諭養成課程における効果的な看護臨床実習カンファレンスの検討
〇毛利春美 1)，久保加代子 2)，大西宏昭 2)，竹原彰雄 2)，森島研次 2)，加藤直子 2)
1) 畿央大学，2) 関西女子短期大学
B-2 養護教諭の養成段階における「ICT 活用指導力」育成を目指した取組
○岩崎保之，大川尚子（京都女子大学）
B-3 教員志望大学生を対象にしたキャリア教育に関する実践事例の検証
－地域に根ざした高大連携プログラムを手がかりに－
○八木利津子（桃山学院教育大学）
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B-4 大学新入生の自己効力感と健康意識について
〇竹端佑介 1)，玉井久実代 2)，後和美朝 1)
1) 大阪国際大学，2) 大阪国際大学短期大学部
＜食育・歯科保健＞ 11：54～12：28 座長 大坪昌子（奈良県教育委員会事務局保健体育課）
B-5 子どもたちの食べる力を育てるために
〇大勝千歌（山添村立やまぞえ小学校）
B-6 A 小学校における 10 年間の学校保健統計によるう歯の評価
〇熊田晃子 1)，髙田恵美子 2)
1) 香芝市立真美ケ丘西小学校 2) 畿央大学
C 会場
＜運動・安全＞ 10：45～11：36 座長 笠次良爾（奈良教育大学）
C-1 中学生における伸張一短縮サイクル動作遂行能力の経年変化
○國井洸樹 1)，寺田和史 1)，山本樹 2)，宮井信行 3)，内海みよ子 4)，中谷敏昭 1)，
宮下和久 3)，有田幹雄 5)
1) 天理大学，2) 天理大学大学院，3) 和歌山県立医科大学，4) 東京医療保健大学，
5) 角谷リハビリテーション病院
C-2 教員養成系大学１年生入学時の防災教育に関する意識調査
○山野遼汰郎１），笠次良爾２）
1) 奈良教育大学大学院教育学研究科，2) 奈良教育大学
C-3 学校管理下における死亡の状況
－2009～2018 年と 1989～1998 年の比較－
○長谷川ちゆ子 1)，西岡伸紀 2)
1) 元湊川短期大学，2) 兵庫教育大学大学院
＜COVID-19＞ 11：37～12：28 座長 辻井啓之（奈良教育大学）
C-4 新型コロナウイルス禍における大学生のストレスとコーピング
○宮慶美恵子（花園大学）
C-5 大学新入生のライフスキルと大学適応感について
－新型コロナウイルス（COVID-19）感染症拡大前後の比較－
○高山昌子，竹端佑介，藤田了，後和美朝（大阪国際大学）
C-6 緊急事態宣言発出時における就学前施設休園時の子どもの遊びに対する保護者の対応について
○玉井久実代 1)，竹端佑介 2)，涌井忠昭 3)
1) 大阪国際大学短期大学部，2)大阪国際大学，3) 関西大学
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第 68 回近畿学校保健学会参加マニュアル
◆ 参加にあたって
① 事前にご自身がお持ちの端末に対応した Zoom のアプリをインストールし，最新版バージョンに
アップデートしておいてください。ダウンロード先【https://zoom.us/download】
② Zoom の使い方については，Zoom ホームページや「聴講者向け Zoom マニュアル」などを参考
に確認してください。
【http://www.ses-online.jp/zoom_manual_4_audiences.pdf】
③ 本学会における講演・発表時の録画・録音・スクリーンショット等の記録は禁止とします。
ただし，オンライン学会におけるトラブル対応を考慮し，大会事務局で録画しますので予めご了
承ください。

◆ 一般演題発表者リハーサル
① 一般演題発表者を対象に，アプリの接続等に関するリハーサルを 6 月 12 日（土）10:00～12:00
に行います。
② 一般演題発表者には，リハーサル用 URL を後日メールでお送りしますのでご参加ください。
③ リハーサルがご不要な方は事務局にご連絡をお願いします。

◆ 当日の参加方法
① 本学会は会場ごと（A～C 会場）にそれぞれ URL があります。参加申込者には 6 月 11 日（金）
に Zoom の「招待 URL」をメールでお送りする予定です。また，講演集は 6 月 14 日（月）に発
送する予定です。講演集にも会場の URL を掲載しています。
② 当日は，プログラムより参加する会場の URL を確認し，メール配信された「招待 URL」をタッ
プするか，ミーティング ID とミーティングパスワードを入力するかして参加してください。
ID，パスワードは，いかなる場合も他者に教えたり，共有したりしないでください。
③ 参加後は，カメラとマイクが「オフ（ミュート）
」になっているかを確認してください。
「オン」
になっている場合は「オフ」にしておいてください。
④ 参加者の Zoom の表示名は,【広陵花子（畿央大学）
】のように，
「氏名」と「所属」情報を入力し
てください。なお，一般演題発表者や座長は，
【
［発表者］馬見太郎（畿央大学）
】のように，氏名
の前に[発表者][座長]を入力し,会場別に表示名を変更してください。表示名は入室後も変更可能
です。
⑤ 当日の A 会場は 9 時より入室可能です。各自で接続や Zoom 設定の確認をお願いします。

◆ 意見や質問の仕方
① 講師，シンポジストへの質問や一般演題発表の討議には，
「チャット」を使用します。意見や質問
がある場合は,「チャット」に『Q』を入力後，質問内容を簡潔に書き，座長からの指名をお待ち
ください。
② 指名された場合，マイクを「オン」にして発言し，終わったら「オフ」に戻してください。

◆ 当日の大会開催中の連絡先
① 学会開催中の進捗状況等の情報は，近畿学校保健学会 HP の Twitter より提供します。
【https://twitter.com/anEmgDmndBO0NDz】
② 第 68 回近畿学校保健学会事務局
【e-mail：kinki.sha.68th@gmail.com】
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2021 年度近畿学校保健学会評議員会・総会 議題
議 題： 1．2020年度事業報告
2．2020年度決算報告及び会計監査報告
3．2021年度予算案（事業計画）
4．次期学会開催地及び会長
議決方法：Web投票
投票期日：2021年6月12日（土）23時59分まで

2020 年度

登録）について

第 3 回近畿学校保健学会幹事会議事録
日時：2021 年 1 月 24 日（日）13：00～14：30

髙田年次学会長より，演題申込み，事前参加申
込み方法について，学会ホームページ上より電磁

場所：Web によるオンライン開催

的方法として，web（Google フォーム）にて申込

出席者：
【幹事長】後和

み受付を行うこと，発表はオンラインになるため，

【常任幹事】大川，西岡，宮井

発表者のリハーサルを 6 月 12 日（土）に実施し，

【幹事】
（滋賀）大平，高野

発表者には発表者マニュアル，参加 URL を送付

（京都）井上，藤原

する予定であるとの説明があり，了承された。

（大阪）楠本，古角，白石，吉岡

幹事より，事前参加申込みが指定された期日

（兵庫）鬼頭，中村

を過ぎた場合の対応についての確認がなされ，

（奈良）笠次，髙田，辻井

審議の結果，
「開催要項」に事前参加申込み期日

（和歌山）内海，森岡

（6 月 4 日）以降の参加申込みについては講演集
（計 19 名）

委任状：川畑，森脇（計 2 名）

を発送しないことで了承された。
・評議員会・総会の実施形態（Web 投票）

オブザーバー：上田，玉井

後和幹事長より評議員会および総会の運営に
ついて，第 68 回近畿学校保健学会はオンライン

議事に先立ち，令和 2 年 11 月 27 日にご逝去

開催となるため，電磁的方法で実施し，web

されました名誉会員である美崎教正先生（享年

（Google フォーム）による議決をとることの説

88 歳）を悼み，出席者全員で黙祷を捧げた。

明がなされた。さらに竹端事務局員より Google
フォームの体裁について補足説明があった。

議 事：

委員より評議員会の承認が必要との指摘があ

1．第 68 回近畿学校保健学会の開催について

り，後和幹事長より第 67 回学会では，Web によ

・教育講演等の開催内容

る評議員会・総会での議決をとり，第 68 回学会

第 68 回近畿学校保健学会開催について，髙田

でも同様の方法で実施するとの説明がなされ，

年次学会長より資料をもとに，学会テーマを「地

了承された。

域と連携した学校保健活動の推進」とし，2021

・第 68 回近畿学校保健学会専用 Twitter の開設

年 6 月 19 日（土）にオンライン開催する準備を

について

進めていること，また開会式後に教育講演，一般

後和幹事長より第68 回近畿学校保健学会では，

演題の順で実施することなどの説明があり，了

専用の Twitter を開設し，学会の進行状況を参

承された。

加者が確認できるようにすること，Twitter は近

・演題申込み，事前参加申込み方法の変更（Web

畿学校保健学会のホームページ上にて掲載する
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3．研修セミナーの Web 調査について

ことの説明があり，承認された。
・筆頭発表者について

西岡常任幹事より，会員を対象にした近畿学

幹事より，一般演題発表において筆頭発表者

校保健学会研修セミナーについての Web 調査結

に「〇」印が付される意味について確認されると

果について，会員よりオンライン方式での開催

ともに，
「〇」印の削除の提案がなされた。審議

や学校保健に関する研究や分析方法といった研

の結果，筆頭発表者へ「〇」印を付すことを取り

修内容の希望などについて様々な意見があった

やめ，
「開催要項」内の「〇」印およびそれに関

ことが報告された。

連する文言が削除されることで承認された。こ

後和幹事長より，研修セミナーの Web 調査結

れに合わせて，筆頭発表者以外の者が発表する

果については近畿学校保健学会通信 No.158 に

場合は年次学会事務局にて会員の有無を確認す

て掲載予定であるとの説明があった。

ることで了承された。

4．その他

2．学会通信 158 号について

後和幹事長より，会員のメール登録状況につ

後和幹事長より，資料をもとに 158 号の概要

いて報告があり，現在約 56.7%（121/210 名）が

の説明があった。委員より内容確認を行ない，加

登録を完了しており，今後全会員の登録に向け

筆･訂正部分を修正した後に，2 月中旬に発刊予

幹事に協力要請がなされた。

定であることが報告された。

関連学会開催日程
◇日本学校保健学会（第 67 回学術大会） Web 開催（配信会場でも参加可能，人数制限あり）
会長：大澤 功（愛知学院大学） 期日：2021 年 11 月 5 日（金）～7 日（日）

◇日本養護教諭教育学会（第 29 回学術大会） オンライン開催
会長：貴志 知惠子（徳島文理大学） 期日：2021 年 11 月 27 日（土）～28 日（日）
◇日本養護実践学会（第 4 回学術集会） オンライン開催
会長：八木 利津子（桃山学院教育大学） 期日：2021 年 7 月 4 日（日）
◇日本健康教育学会（第 29 回学術集会） オンライン併用開催
会長：吉池 信男（青森県立保健大学） 期日：2021 年 9 月 11 日（土）～12 日（日）
※詳細については各学会ホームページでご確認ください。

編集後記
先月，
（公財）日本学校保健会から「メディアリテラシーと健康行動に関する調査」の結果が報
告されました。高校 2 年生約 8,400 人を対象として，インターネットを中心に，利用状況，健康
情報等の入手先，危険行動，メディア情報の確認状況，意思決定スキル等を調べ，相互の関連性を
分析したものです。デジタル後進者には衝撃の結果が続きました。例えば， TV 視聴時間は約 1 時
間/日以下が 8 割を占め，ほとんど視聴されていませんでした。健康，ダイエット，性に関する情
報は，インターネットによる入手が多く，信頼性が高い公的機関はほとんど使われず，主役は「ま
とめサイト」と「SNS」でした。一方，信頼性の高い情報を頻繁に使うほど情報確認や熟慮型意思
決定スキルの得点が高く，これらの学習の有用性が示唆されました。高校生のメディアリテラシー
育成に対する懸念と可能性を感じた報告でした。
（常任幹事 西岡伸紀）
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