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１．本年度の大会概要、研究報告、課題、特色ある活動等  
【滋賀県】 
◆本年度の大会概要 
令和元年10月 10日（木） 

表彰式の実施  

滋賀県学校歯科保健優良校、学校保健功労者、学校環境衛生優良校 
◆特色ある活動等 
○会報「はぐくむ力」を年１回発行  
○三師会、加盟９団体（滋賀県医師会、滋賀県歯科医師会、滋賀県薬剤師会、滋賀県小学校校長会、

滋賀県中学校校長会、滋賀県高等学校校長会、滋賀県学校保健主事会、滋賀県養護教諭研究会、滋

賀県栄養教諭・学校栄養職員研究会）から推薦があった個人を「学校保健功労者」として表彰 
○学校歯科保健優良校を園・小・中・高・特別支援学校より決定し表彰 
○学校環境衛生優良校を小・中・高各１校を表彰 
○普及振興事業：加盟研究団体、郡市学校保健会が開催する研修会への補助 
○県からの委託事業：滋賀県学校歯科保健優良校審査、心臓検診検討会、腎臓検診検討会の開催 
 

【京都府】 
◆本年度の大会概要 
○第63回京都府学校保健研究大会 

日時 令和元年11月 28日(木) 

京都市を除く府内全校種の教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、市町（組合）教育委員会

等行政関係者、府内の地域学校保健会関係者、PTA等約310名の参加を見込み開催予定。 

   記念講演及び実践発表において府の研究課題に沿った協議を深めており、毎年開催している。 

◆研究課題 
○具体的な研究課題 

・多様化、深刻化する健康課題の解決に向けた体制づくりの推進について 
・薬物乱用防止教育の徹底及び推進について 
・食物アレルギーを有する児童生徒のまわりの子ども達への指導の推進について 

  ・交通安全教育の一層の推進について 
○具体的な研究課題の設定理由 
・効果的な学校保健活動の展開を図るため、学校保健委員会として、学校・家庭・地域の関係機関

等の連携をより強化し、組織的な課題解決に向けた体制づくりを推進する。 
・薬物乱用防止に向けて、薬物に対する正しい知識及び的確な意思決定と行動選択を育成するため、

関連教科等との連携を図り、学校・地域の実情に応じた薬物乱用防止教室を実施するよう啓発及

び指導者の研修の充実を図る。 
・食物アレルギーを有する児童生徒等への対応について、指導体制の見直し・改善、個々の児童生

徒等に応じた対応、危機管理体制の一層の充実を図る。 
  ・自転車乗車時の交通事故の減少を図るため、京都府教育委員会作成の自転車交通安全教育指導資

料を活用し、学校教育活動全体を通じた取組を推進する。 



◆特色ある活動等 
   京都府学校保健会で年２回発行している会報誌「生きいき」において府内（京都市を除く。）の 13

地域学校保健会、府立高等学校保健研究協議会、府学校保健主事会をはじめとした学校保健関係団体

が三師会と連携しながら実施している保健教育・安全教育・保健管理等の研究・活動を紹介し、府内

で成果を共有している。 
 

【大阪府】 
◆本年度の大会概要 

   ○目的  本府の学校保健の振興に寄与するため、学校保健関係の各種研修会等を開催し、会員の資

質向上を図る。 

○対象   学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健主事、養護教諭、校園長および保護者、その他学

校保健関係者 

行 事 名 開 催 日 

① 令和元年度大阪府学校保健・安全研修会 

② 令和元年度第67回大阪府学校保健・安全研究大会 

令和元年8月7日（水） 

令和２年1月24日（金） 

 
◆研究報告 
○府内12歳児のＤＭＦ歯数の統計・調査研究。 

○口腔機能育成に関する調査研究。 

○大阪府「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」連絡協議会を開催。日学歯の 

当該事業とともに協力し、推進指定校における研究調査の実施。 

○スポーツ歯科に関する調査研究。 

○歯科健康診断に関する調査研究。 

○学校環境衛生基準の一部改正に従い、新基準に基づいた「検査報告用紙」の作成。 

○平成30年４月１日からの実践と課題の把握。 

○学校保健・学校安全推進のため、保健主事の執務についての諸問題について研究協議し、大阪府全

体の活動を活性化。 

・大阪府保健主事部会講演会の開催（H30.6.19） 

・新任保健主事研修会の開催（H30.8.28）  

・大阪府小・中・高等学校保健主事合同研修会の開催（H31.2.14） 

・保健主事部会定例役員会及び幹事会における情報交換会の開催（年５回程度） 

○「すべての子どもたちが笑顔で通える学校に」を目標に、養護教諭の資質向上と実践交流のため、

年に数回講師を招いて研修会を実施。また、幼・小・中・高等学校に分かれて研究協議を実施し、

その成果を『実践交流会』で発表・研究する。 
◆課題 
○学校保健・学校安全の課題及び学校環境衛生等に関する課題 

・学校保健委員会の設置及び開催についての指導。 
・大阪府学校歯科医会の各団体における学校安全、食に関する指導の取組み状況の把握。   
・府内私立学校における学校薬剤師未設置校の解消。 
・保健主事としてリーダーシップ（役割の理解）の発揮。 
・子どもたちが心身ともに健康で成長するための支援や心の支えとしての機能を持つ保健室経営を

行うため、保健室を学校内における中核的な役割として位置づける。 



・学校における健康の専門家としての養護教諭の資質向上。 
・家庭や地域との連携において養護教諭がコーディネーターの役割を担う。 

◆特色ある活動等 
○府立高等学校保健会の職域合同研究協議会において、６部会（学校医部会、学校歯科医部会、学校

薬剤師部会、保健主事部会、養護教諭部会、校長部会）が連携協力し、学校保健のあり方について

各地区において研究・協議を実施。 
○学校医を対象とした学校保健研修会の開催（年２回程度）。 
○「大阪府よい歯・口を守る学校・園表彰」「大阪府歯・口の健康啓発標語コンクール」及び大阪府

学校歯科保健研究大会の実施。 
○学校歯科保健における「食育」のあり方を検討し、講演活動を行うとともに、府学歯報に掲載。 
○学校歯科医会学術講演会及びマウスガード講習会の開催。 
○「新任学校歯科医及び学校歯科医生涯研修制度基礎研修会」の開催。 
○大阪府主催の食育推進ネットワーク会議に学校歯科医として参画。 
○学校環境衛生検査（定期検査）の完全実施をめざして、未実施項目の対応についてのマニュアルを

作成。 
○学校薬剤師部会において、学校プール衛生・安全管理講習会の開催。 
○学校薬剤師研修会を年２回開催。 
○学校薬剤師の資質向上のため、会報誌「おおさかがくやく」の年２回の発行。 
○新任保健主事研修会、小・中・高等学校保健主事合同研修会の開催。 
○養護教諭のスキルアップをめざし、講義、講演会及び研究協議会を開催。 

 
【和歌山県】 
◆本年度の大会概要 
 ○「第67回和歌山県学校保健研究大会」 

日  時 令和元年11月28日（木） 伊都地方 

研究主題 「生涯を通して、心身ともに健康で安全な生活を実践できる児童生徒の育成」 

内  容 ・表彰  県学校保健功労者表彰、県学校歯科保健優良校表彰  

・講演  演題・講師未定 
・分科会 健康教育、歯科保健、保健管理、高校部会 

 ○「和歌山県保健主事研修会」 

日  時 令和元年７月23日（火） 田辺・西牟婁地方 

趣  旨 保健主事及び学校保健関係職員の資質の向上をはかるため、学校保健についての研修を

行い学校保健の充実に資する。 

内  容 ・講義 「健康課題の解決に向けて～保健主事の役割を中心として」 

和歌山県教育庁学校教育局健康体育課指導主事 

・実践発表 

・分科会 学校保健の組織活動について、健康教育の取組について 
 ○「和歌山県養護教諭研究協議会」 

日  時 令和元年12月13日（金） 田辺市 

趣  旨 和歌山県内の養護教諭が一堂に集まり、その職務について研究協議を行うことで学校保

健の充実・推進を図る。 

内  容 ・研究発表 小学校（１題）、中学校（１題）、高校（１題） 

・講演   「演題未定（排便指導に関する内容）」 



        ＮＰＯ法人日本トイレ研究所代表理事 加藤 篤 氏 

・分科会 学校保健の組織活動について、健康教育の取組について 

 ○「第４７回和歌山県学校歯科保健研究大会」 

日  時 令和２年２月１日（土）海南・海草地方 

趣  旨 行政、地域社会及び学校の強力な連携のもとに、保健教育・指導、保健管理、組織活動

を積極的に推進するとともに、本県における学校歯科保健活動の方向を明確にし、児童

生徒の歯科保健の向上を図る。 

内  容 ・表彰   全日本学校歯科保健優良校表彰 

学校歯科保健優秀校（よい歯の学校）担当職員 

歯・口の健康に関する図画・ポスター入選者 

歯・口の健康啓発標語入選者 

     ・実践発表 （１題） 

     ・伝達講習  

・特別講演 
◆課題 
 ○学校保健活動を効果的に展開できるようにするため、学校保健の中核を担う保健主事と養護教諭の

資質の向上をめざし、学校保健に関する研修を充実させる。 
○学校保健委員会の設置率 100％をめざすとともに、保健主事と養護教諭がそれぞれの役割を担い、

関係機関と連携を図ることで課題解決型の学校保健活動が展開できるよう学校保健委員会の内容

を充実させる。 
◆特色ある活動等 
 ○和歌山県養護教諭研究会では、研究発表や分科会の発表、誌上発表、近畿及び全国の研究大会参加

者による報告等を掲載した機関誌「いしずえ」を年１回発刊している。 
○和歌山県保健主事研究会では、各郡市の活動状況や研究会参加者による報告等を掲載した会報を発

行している。 
○学校医会、学校歯科医会、学校薬剤師会ともに年１回研修会を開催し、国の動向や健康課題への対

応について研鑽を積んでいる。 
○「歯科保健優良校表彰」や「歯・口の健康に関する図画・ポスター、健康啓発標語」の募集など、

さまざまな事業を通して、歯・口の健康づくりを推進している。 
 

【奈良県】 
◆本年度の大会概要 
  奈良県学校保健会は、奈良県の学校保健の振興を図ることを目的に、19 の構成団体と 19 の支部か

ら組織され、学校保健の向上に資することを目的とし、研究課題を設定し各種研修会活動を行ってい

る。 
また、多様化・深刻化する児童生徒の健康課題に対し、学校内の組織体制を充実させるとともに、

課題解決のために、学校保健会の組織を活かした地域連携を促進していく。 
◆特色ある活動等 
 ○児童生徒の健康課題を解決するため、食育や安全教育等を含めた健康教育のさらなる推進のための

研修会を年４回実施している。 
○理事会、評議員会を年２回開催し、奈良県学校保健会の活動及び各支部の活動報告をまとめた会報

「奈良県学校保健会報」を年１回発行している。 
○奈良県学校保健会活動等についてホームページで公開している。 



○本会は、心身ともに健康な児童生徒を育成するため各支部が主催する研修会等に対し、補助金交付

事業を実施している。各支部単位で研修会を実施することで、より地域と連携した取組を推進して

いる。 
○奈良県医師会より 
・スマホ・ＩＴ機器の不適切な使用による心身への悪影響に対する改善の啓発、児童生徒に対する

メンタルヘルス管理方法策定が今後の課題である。 
 
○養護教員部会より 
・「保健指導・保健学習」に重点を置いた自主研修講座を設け、知識・経験の普及啓発を行ってい

る。また、健康課題解決、資質の向上をめざした研修をすすめるために企画委員会を組織し、研

修計画を進めている。 
○学校給食栄養教職員部会より 
・学校給食献立をさらに充実させるため、食物アレルギー対応や、県民の課題である野菜摂取量の

増加、地場産物活用率の増加に向けて研究を行っている。また、給食施設の巡回指導における課

題解決、学校給食衛生管理基準の厳守が全施設で行われるよう努めている。さらに、食に関する

指導の全体計画の策定や教科と関連した効果的な食に関する指導の実践などを行っている。 
○保健主事会より 
・「生涯にわたって心身の健康を志向し、主体的に活動できる児童生徒を育成するための保健主事

の取組について実践的に研修する。」という研究課題のもと、①学校保健委員会の開催と効果的

な進め方、②各郡市学校保健主事会の計画的運営と研修体制の強化の２点を重点課題として研究

を進め、総会や評議員会では、毎回、資質向上のための研修を実施している。 
 
【兵庫県】 
◆本年度の大会概要 
 ○兵庫県学校保健会本年度の大会等 

期  日 事  業  名 対  象 会  場 

８月４日(日) 第６回兵庫県学校薬剤師大会 学校薬剤師 中央労働センター 

10月24日(木) 第70回兵庫県学校保健研究協議大会 学校保健関係者 宝塚市ソリオホール 

11月１日(金) 第73回兵庫県養護教諭研究協議大会 養護教諭 三田市郷の音ホール 

11月13日(水) 第58回兵庫県学校歯科保健大会 学校保健関係者 兵庫県歯科医師会館 
11月19日(火) 第23回県立学校保健部長研究発表大会 学校保健関係者 兵庫県民会館 
２月 兵庫県学校保健主事会研究会・総会 学校保健主事 未定 

２月～３月 兵庫県学校医実務研修会 学校医 未定 

○学校歯科医部会 
 ①第58回兵庫県学校歯科保健大会 

   日  時 令和元年11月 13日（水）午後１時30分 

   場  所 兵庫県歯科医師会館 

   表  彰 ①兵庫県学校歯科保健優良校表彰 

        ②兵庫県学校歯科保健功労者表彰 

         ③兵庫県 歯・口の健康に関する図画コンクール入選児童表彰 

        ④兵庫県 歯・口の健康に関するポスターコンクール入選児童表彰 

   研究発表 ２題 

   特別講演 １題 

 



②日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度基礎研修会  

   日  時 令和２年３月８日（日）午後２時00分 

   場  所 兵庫県歯科医師会館 

   研修内容 ①学校歯科保健概論 

        ②保健教育 

③保健管理 

④組織活動 

③兵庫県学校歯科保健中央研修会 

   日 時 令和元年10月 26日(土)午後３時00分 

   場 所 兵庫県歯科医師会館 

   講 演 １題 

○学校薬剤師部会 

第６回兵庫県薬剤師会学校薬剤師大会 

  日  時 令和元年８月４日（日）14：00～ 

  場  所 兵庫県中央労働センター 

  内  容 １ 兵庫県薬剤師会学校薬剤師表彰 表彰式 

       ２ 伝達講習  

①第41回近畿学校保健連絡協議会報告  兵庫県薬剤師会 千葉 一雅 

②学校薬剤師学術フォーラム報告    兵庫県薬剤師会 髙尾 一人 

３ 講演会 

         ①演題「アンチ・ドーピング活動について（仮）」 

仁愛大学 人間生活学部健康栄養学科 教授 鳴瀬 碧 先生    

        ②演題「災害支援薬剤師の活動について（仮）」 

山鹿地区薬剤師会 理事 大森 眞樹 先生 

   ○養護教諭部会 

    ◆本年度の大会概要 

     第 73回兵庫県養護教諭研究協議大会 

日 時 令和元年 11月１日（金） 

主 題 「生涯を通してたくましくしなやかに生きる子どもの育成をめざして」 

             ～共につながり、歩み、未来をつくる～ 

場 所 三田市総合文化センター 郷の音ホール 

参加者 兵庫県下の学校・園に勤務する養護教諭等（約1345人） 

 兵庫県養護教諭研究協議大会は、養護教諭の原点に立ち返り、未来を担う子ども達をどう

育てるか、考えてきた。今年度も未来志向を引き継ぎながらさらに前進し、子ども達のみな

らず、養護教諭としても高めあっていけるように、という想いで大会を開催するための準備

を進めている。 

午前中は、４名の会員から研究発表があり、午後からは、岸田ひろ実氏のご講演を予定し

ている。 

    ◆研究報告 

    全体での研究は、上記大会で実施し、各地区ごとの研究は、それぞれの地区で必要なテーマを

決め、実施している。各地区の研究概要は、研究冊子「いずみ」にまとめている。 
◆課題 

    県下は広く、各地区により子ども達の健康課題や、地域の保健医療の状況が異なっている。一



人一人の養護教諭がさらに力量を高め、各学校の子ども達の健康課題解決に向けての実践力を向

上させることができればよいと考える。 
   ・アレルギー疾患への対応 
   ・スポーツ障害、子どもロコモへの対応 
   ・防災教育、命の教育、薬物乱用防止教育等健康教育のさらなる充実 
   ・学校保健委員会の活性化（医師会や地域の関係機関との連携を強化） 

◆特色ある活動等 
   夏期実務講習会 

県教育委員会と共催で、7月に2日間実施予定である。採用から3年次・5年次・10年次・15

年次の研修も兼ねている。４つの講義と校種別班別協議という形で実施し、養護教諭の専門性を

深める場としている。 

２．国への「学校保健」の充実に関する要望等がございましたらご記入願います。 
（具体的な要望事項をお書きいただき、要望理由も記入してください。また、学校保健会が主体となる事業

に関する要望をお書きいだだくとともに、要望事項が多い場合は５項目程度にしぼっていただきますようお

願いします。） 
 
【滋賀県】 
 ○児童・生徒の心の問題への対応や健康相談・健康教育の充実のため、養護教諭の複数配置基準の引き

下げを早期に行い、配置改善および複数配置の拡充が実現されるよう要望します。 
  ○アレルギー児童・生徒に対応やさらなる食育の充実のため、１校１名の栄養教諭の配置を要望します。 
  ○学校環境衛生検査の適切な実施のための機器等の整備助成を要望します。 
  ○医薬品教育を推進するための研修や指導資料の充実を要望します。 
  ○アンチドーピング教育の充実を要望します。 
【京都府】 
 ○学校環境衛生検査の実施結果による改善等をスムーズに進めるため、学校への予算の増額を要望しま

す。 
○学校三師の報酬を地方交付税の算定基準に明記することを要望します。 
○認定こども園に対する学校保健安全法の周知徹底を要望します。 
○保健室に来室する児童生徒・保護者が増加しているなか、個々の悩みや相談に対応する時間が長くな

っている。また、多様化する現代的健康課題に対応していくために、各校に養護教諭の複数配置を推

進することを要望します。 
【大阪府】 
 ○学校検診のあり方について。 
・高学年女子児童・生徒及び LGBT 児童・生徒の着衣の問題。 
・運動器検診での検診時間が延長すること、また、検診するスペースの問題。 
・運動器検診のチェック項目について、小・中・高等学校で同じ内容で良いか疑問。 
・応援医師 1 人当たりの検診人数の問題（特に支援学校について） 
○理科実験に使用される薬品の事故防止のため、不用薬品の処理費用に対する支援。 
○環境衛生活動の実施に係る機器・備品等の充実。 
○保健主事の果たすべき役割、必要な知識などの資料の作成。 
○健康診断における予算・検査機関・校医等の配慮等の指導。 
○セクシャルマイノリティーの子どもたちへの対応などの養護教諭の課題別研修の実施。 



○養護教諭の複数配置基準の改善。 
○「宿泊を伴う学校行事」への医師・看護師の確保。 
○「色覚特性」を持つ子どもへの配慮を含めたユニバーサルデザインの教育環境の整備。 
○保護者を含めた学校保健関係者に対する研修会実施。特に「運動器健診の重要性」「色覚健診の重要

性」など 
○ 食育に関する研修会（正しい知識・食文化の継承など）の実施。 
○学校三師の報酬の増額。インクルーシブ教育の推進に伴い、特性を持つ児童生徒への配慮が増加 
○「健康課題解決支援事業」の予算拡充。 

【奈良県】 
 ○養護教諭の複数配置基準の緩和を要望します。 
○スクールカウンセラー勤務時間数の増設を要望します。 
○栄養教諭の採用人数の増加、一校一名を要望します。 
○各府県の活動目標・重点課題について具体的な改善策を示してほしい。 
○保健主事が継続的に職務を遂行するための体制づくりを要望します。 
○保健主事の資質向上を図るための研修体制のさらなる充実を要望します。 

【兵庫県】 
 ○私立幼稚園・私立学校の学校薬剤師の職務・適切な配置についての周知を要望します。 

  ＜理由＞ 学校保健安全法第23条第２項により、大学以外の学校には学校薬剤師の配置が定められ

ているが、学校薬剤師としての研修などを受けていない薬剤師に、学校薬剤師として要請

し、配置している学校があるというのが現状である。また、その薬剤師は、実際に活動し

ていない場合がある。学校薬剤師は、薬事衛生をつかさどる専門職として、学校保健安全

法に基づき、学校衛生の向上に努め活動している。その学校薬剤師の配置の意義を、広く

認識していただきたい。 
○養護教諭の複数配置拡充を要望します。 

  ＜理由＞ 学校における養護教諭の求められる役割は、子ども達の健康課題解決を柱としてますます

増える傾向にある。これらに十分対応し学校保健活動に資するためには、特別支援学校も

含め、複数配置拡充が有効であると考える。 

○法改正を受けての健康診断について、今後につなげるため、医師会と学校現場の連絡調整の推進を要

望します。 

  ＜理由＞ 学校医の先生方や教育委員会の皆様にご支援いただきながら、実施することができてい

る。今後も円滑に実施するために、改善点や共通理解すべき点があれば調整をお願いした

いと考える。 

○国からの補助金の増額、拠出金の減額を要望します。 

  ＜理由＞ 大会・研修会等を実施するにあたり、限りある予算の中で、できる限り経費が伴わない会

場や講師選定をせざるを得ない状況である。充実した学校保健活動を行い、県全体で学校

保健活動を推進していくためには、予算の確保が不可欠である。 

 
・上記項目記入の上、ブロックとりまとめ都道府県（市）の学校保健会にご提出ください。 
・ブロックとりまとめ都道府県（市）から日本学校保健会への提出期限は、８月３０日（金）です。 

ご協力よろしくお願いいたします。 


