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時 代 の ニ ー ズ に応え られ る養 護教 諭に
全国養護教諭連絡協議会
副会長

川口

聖子

会員の皆様には、日頃より本会の運営・活動に対し温かいご理解とご支援・ご協力を
いただいておりますことに、深く感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策は令和元年度末から始まりました。当初は未知のウイ
ルスとの闘いで休校などの対応でしたが、今は「子供たちの学びをとめない」。学校でも
「新しい生活様式」が定着し、養護教諭の先生方を中心に「健康観察（検温）・マスク・
手洗い・消毒・換気・身体的距離の確保・食事の時は会話を控えるなど基本的な対策プラス学校行事ごとにきめ
細やかな対応」を行い多忙な日々をお過ごしのことと存じます。
コロナ禍で大きく変化した事項の一つに会議や研修会があります。対面開催、オンライン開催にはそれぞれメ
リット、デメリットがあり、条件下によって選択できることは、研修の機会の幅も広がったといえるでしょう。
そのようななか、令和４年６月18日（土）３年ぶりに第24回学校保健連絡協議会・令和４年度総会を対面開催で
行うことができましたことは大変うれしく思います。さらに総会後に実施しましたブロック別情報交換会では、
活発な意見が交わされ大いに盛り上がりました。やはり対面で行うことで意思の疎通が図りやすく、信頼感が増
すと改めて感じた時間でした。また第24回研修会は、オンライン開催し全国から多くの先生方ご視聴していただ
きありがとうございました。オンライン開催は、移動がなく、ご自分の都合の良い時間に研修できる大きなメリッ
トがあります。
さて、社会環境や生活環境の急激な変化は、子供たちの心身に大きな影響を与え、これらに対応するため養護
教諭の果たす役割も時代のニーズとともに変化しています。児童生徒、保護者や職員からの養護教諭への周囲の
期待や欲求をニーズとしてとらえると、コロナ禍の今は「感染症予防」が高くなるでしょう。その一方いじめや
不登校など心の問題を抱える生徒も多く「教育相談活動」の期待も高く、さらには「保健教育」「個別支援とコー
ディネート」などあげられます。子供たちの豊かな心と健やかな体を育むために、養護教諭として何ができるか、
何が求められているか、アンテナを高くし養護教諭の専門性を活かした行動をしていきましょう。
会員の皆様には、隔年で実施する「職務に関する調査」への協力ありがとうございました。今回初めて全会員
を対象に実施いたしました。この結果より現状と課題を明らかにし、改善につなげたいと考えております。
本会は研究団体として、養護教諭の資質向上・職の充実・発展に向けて、研修・研究活動を一層充実させてい
きたいと考えております。今後とも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。
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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
文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課 課長

南

野

圭

史氏

貴会の皆様におかれましては、日頃から、児童生徒等の心身の健康の保持増進並びに
学校保健活動の充実・発展に御尽力いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の度
重なる感染拡大に対し、学校においても引き続き対応が必要な状況にある中、養護教諭
としての専門性を発揮し、まさに最前線で、学校における感染症対策と教育活動の両立
に多大な御尽力をいただいておりますことに、心から感謝申し上げます。
養護教諭の職務は、学校教育法において児童生徒等の養護をつかさどることと定めら
れており、学校での具体的な取組は保健管理、保健教育、健康相談、保健室経営、保健
組織活動など多岐に渡ります。近年、複雑化・多様化する児童生徒等の現代的健康課題
へのきめ細かな対応や新型コロナウイルス感染症対策のほか、学校保健に関する教職員間の連携のコーディネート
をはじめとした全校的な推進体制の中核的役割など、養護教諭の職務の重要性は益々増加しております。
このため、文部科学省では、令和５年度概算要求において、養護教諭の加配定数の改善を図るとともに、各学
校に配置されている養護教諭等への業務支援や研修機会の確保のため、退職養護教諭等を学校に派遣する新たな
経費を盛り込んでおります。
また、これまで教員の勤務実態調査等では個別に明らかになっていなかった、養護教諭特有の業務の詳細につ
いて調査・整理し、業務手法の工夫や業務分担、他の教職員や関係機関との連携などの在り方について検討し、よ
り効果的な業務体制を構築するための調査研究に係る経費についても要求しています。
加えて、現在、養護教諭の資質能力の向上の在り方について調査研究協力者会議を開催し、求められる役割（職
務の範囲）の明確化や理解の促進、資質能力の向上に関する指標や教員研修計画の在り方、実効性のある研修機
会の確保、ICT の積極的な活用といった、養護教諭等の教職生涯を通じた資質能力の向上のための方策について
検討を行っているところです。
貴会の皆様におかれましては、引き続き、専門性を生かし、児童生徒等の健康管理等について中心的な役割を
果たしていただきますよう、お願いいたします。
結びに、全国養護教諭連絡協議会の益々の御発展と、貴会の皆様の御活躍を祈念いたしますとともに、これから
も文部科学行政への御理解と御協力の下、各学校における健康課題の解決及び新型コロナウイルス感染対策に向け
てより一層の御尽力をいただきますようお願いいたします。
全国特別支援学校長会

市

川

裕

二

全国養護教諭連絡協議会に思うこと
全国養護教諭連絡協議会の皆様には、学校保健の諸課題の解決に向けご尽力いただ
いておりますことに、全国の特別支援学校の校長を代表して心よりお礼申し上げます。
障害のある児童生徒の心と体の健康を見守り、その成長を支援していくためには、保
健室・養護教諭の皆様のお力添えが極めて重要であると考えております。
令和３年１月に文部科学省は、
「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者
会議 報告」を取りまとめました。この報告では、特別支援教育の推進のためには、学
校の内外の専門家と連携した教育体制整備の推進が必要であると示されています。学校
の内外の専門家の中には、内科医や眼科医、耳鼻科医、歯科医等の校医や、医療的なケアが必要な児童生徒を支援
する指導医や看護師など幅広い医療関係者が含まれます。こうした医療関係者と担任をつなぐことが、保健室及び
養護教諭の皆様の重要な役割になっています。また養護教諭の皆様の経験や知識は、教諭とは違った校内の重要な
専門的な視点であると考えております。
特別支援学校においては、障害の重度・重複化への対応が必要なことから、精神科医、形成外科医、医療的ケ
アにかかわる常勤・非常勤看護師 児童生徒の接触指導を支援していただく歯科医など、いっそう幅広い専門家
との連携を図る必要があり、養護教諭の皆様への期待が高まるとともに、実際にご活躍していただいき、円滑な学
校運営が図れていることに心より感謝申し上げます。
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、全ての児童生徒が安全に学校生活
を送り、成長していけるよう、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。最後に、全国養護教諭連
絡協議会の益々のご発展を心より祈念しております。
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令和２年度養護教諭の職務に関する調査 ダイジェスト報告
複数配 置 に よ る 効 果

No.2

今回は、「複数配置による効果」について報告します。
※調査Ａは一人配置校、調査Ｂは複数配置校の回答。

１ 複数配置による効果（一人配置校・複数配置校比較） 複数配置による効果が特に大きいと思うことを３つ選んでください
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○調査Ａ・Ｂ共に、「緊急時に迅速に対応」の割合が高い。
○「緊急時に迅速に対応」「来室時に丁寧な対応」「心身に配慮を必要とする幼児児童生徒の支援」「健康診断の準
備・実施・事後指導」「保護者や教職員との相談時間の確保」の割合は、調査Ｂが高い。
２ 複数配置による効果（養護教諭・管理職・教諭比較） 複数配置による効果が特に大きいと思うことを３つ選んでください
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○「緊急時に迅速に対応」の割合は、全ての職種で高いが、管理職・教諭に比べると養護教諭は低い。
○「救急処置の判断と処置」「健康診断の準備・実施・事後指導」の割合は、管理職・教諭に比べると養護教諭が高
い。
○養護教諭に比べて、管理職・教諭が思う養護教諭複数配置の効果は、「緊急時に迅速に対応」「感染症の予防や対
応」「心身に配慮を必要とする児童生徒の支援」「継続的に支援を必要とする児童生徒への対応」など、児童生
徒への対応に関する項目の割合が高い。
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令和4年度総会並びに第24回学校保健連絡協議会報告
１）総

会

令和４年度の総会は３年ぶりに会場で開催されました。
各研究会代表の皆様には、感染対策を徹底してご参加いただいたことに、感謝申し上げます。
議案につきましては、以下の通り「承認」をいただきました事をご報告いたします。
日 時：令和４年６月18日（土）
場 所：浅草橋ヒューリックカンファレンス
出 席：54団体（委任状含む）
議長団：中島 理恵（近畿ブロック）
金丸 真美（中国・四国・九州ブロック）
議事録署名人：村上百合子（北海道・東北ブロック）
東 真理子（関東ブロック）
記 録：大野 佳代（中部ブロック）
小林 友美（中部ブロック）
来賓あいさつ：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
議 事
（１）令和３年度事業報告
（２）令和３年度会計決算報告
令和３年度会計監査報告
（３）令和４年度基本方針
（４）令和４年度事業計画
（５）令和４年度会計予算
（６）令和４年度各種委員の選出について

承認
承認
承認
承認
承認
承認
承認

諸連絡
（１）第24回研修会について
（２）第28回研究協議会について
（３）調査研究について
（４）会費納入について
（５）瑞星について
（６）会報について
（７）周年事業について

２）第24回学校保健連絡協議会報告
総会と同日に開催し、次のご講演を拝聴いたしました。
講義１ 学校における感染症対策（保健管理・保健教育・連携）
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
衛生管理マニュアルは現在ver.8、新たな情報が加わった際に改訂していく。文部科
学省HPに最新情報を掲載しているので参考にしていただきたい。R４.３発刊の「学校
における感染症対策 実践事例集」は新型コロナウイルス感染症だけでなく、他の感染
症の場合にも参考となるので活用してほしい。今後も衛生管理の継続と共に、充実して
きたICTを活用する健康観察の方法や、タブレットを活用した保健指導など「子供の健
康相談及び保健指導の手引き」の実践事例集を参考に、これまで以上に専門家との連
携、心のケア、など健康教育を定着させていただきたい。
講義２

学校における感染症対策（集団感染リスクへの対応）
横浜薬科大学 レギュラトリーサイエンス研究室 教授
小出 彰宏 氏
感染症対策は、正しい知識をもち、適切な方法で実施することが大切であり、健康的
で快適な学習環境が維持できるように、衛生管理を継続していくことが重要である。特
に換気による感染症予防効果については実験結果をもとに具体的な例示をすることで、
理解が深まると考える。例えば、サーキュレーターの教室内の設置場所は、開口部から
少し離れた場所（40㎝位）から、廊下に向けて設置する方が換気効率がよい。また、エ
アコン使用時の換気方法は、下窓、上窓、いずれも20㎝開けるだけで、CO2濃度は常時
1000ppm以下で維持できるし、常時窓開け換気を行っても、室内の温度は28℃以下で維
持できるなどである。
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第 24回研修会
講義１
講
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報告

「小児新型コロナウイルス感染症のこれまでとこれから」
「子供たちと生命倫理について考える〜海外渡航移植と国内臓器提供〜」
師

種

富山大学学術研究部医学系小児科学

市

尋

宙

氏

講義内容
・富山における学校と医療と行政が連携した、新型コロナウイルス感染症対策の
取組の経緯をお話しいただいた。コロナ禍における子供たちのさまざまな健康
被害について、マスク、合併症・罹患後症状、自殺者数の増加、ワクチンなどの
データを提示していただき、今、大人たちがすべきことは何なのかを考える
きっかけとなりました。また、子供や家族に寄り添うとはどういうことなのか。
小児の海外渡航移植と国内臓器提供、さらには小児の終末期医療について先生
の実際の事例を基に、「子供と生命倫理」についてご講義いただきました。

■受講者感想

・医療が学校や教育委員会とコロナに対する対策検討委
員会を作り、互いに協力し合い相談できる関係づくり
をしながら、子供の活動を考えていけることが素晴ら
しいと思いました。
・コロナに関して富山のように医療と教育が一緒に取組
む事は、子供の日常を取り戻すために必要だと実感し
ました。

講義２
講

・「命の教育」絶対に必要です。今の子供たちは、簡単
にリストカットしますが、命の重みについて考える
きっかけとなり、教育として先生の話は子供に聞かせ
たいです。
・臓器提供の講義は初めて聴きました。命の大切さを伝
えるのに素晴らしい題材だと思いました。

「身近な解剖学
―からだの仕組みを楽しく学ぼう―」
師

文京学院大学

保健医療技術学部

樋

口

桂

氏

講義内容
人体に関するいろいろな「なぜ？」について考えながら、子供の「そうだった
のか！」を引き出し、子供が主体的に授業に取り組むきっかけとなるような、保
健教育の導入等に活用できる人体に秘められた精密な仕組みについて実験を交え
ながらご講義いただきました。

■受講者感想

・自分が生徒になったように、樋口先生の講義にワクワ
クしました。子供の「知りたい」「学びたい」という
気持ちを呼び起こすような保健指導をしたくなりまし
た。
・ちょっとした疑問から始まる真実について、とてもよ
く分かりました。先生のテンポの良いお話に引き込ま
れました。子供のワンポイント指導やってみたいと思
います。
・子供の立場になって、先生の話を聞かせていただきま
した。私たちは、ついあれもこれもと教え込みがちで

すが、まずは子供に興味を持たせることが大切だと思
いました。自分の体を知ることで、友達も大切にする
こともできると思います。
・各教科の先生方と力を合わせて健康教育に取り組んで
みたいと思います。
・健康情報や体の不思議を題材にして、探究活動をする
授業の方法がよくわかり、子供自身の気づきになるこ
とがわかりました。養護教諭だけでなく担任との協働
の授業も行うと良いと感じました。
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講義３
講
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「対応が難しい保護者への理解と対応
―アンガーマネジメントの活用―」
師

早稲田大学教育学部

教授

本

田

恵

子

氏

講義内容
アンガー状態の時は、いろいろな気持ちが入り混じって混とんとしているた
め、衝動的な行動が出やすくなり、周囲も巻き込まれがちです。アンガーとはど
のような状態なのか脳科学を基に御講義いただきました。さらにキレて保健室に
駆け込む子供や、児童虐待の保護者対応、子離れできずに子供をコントロールし
ようとする不安の高い保護者への対応について学びました。

■受講者感想

・子供、保護者の対応について具体例をたくさん提示し
ていただき、ありがたいと思いました。
・出来事を一連の流れで整理するシートは、すぐに保健
室での相談時に使用したいと思います。
・子供や保護者、教職員への対応に苦労されている方は
多いと思います。ぜひ、多くの人に聴いていただきた
いと思いました。
・普段の生徒や保護者と接していて、「こうすればよ
かったんだ」と振り返ることができました。

講義４
講

・神経細胞の映像がとても衝撃的でした。2週間で影響が
出てしまうんですね。学校生活の中でのストレスにつ
いても、もっと早期に対処しなければと思いました。
・「NGワード」を言ってしまっているなぁと思いなが
ら、お話をお聞きしました。分析するヒントを教えて
いただき、明日からすぐにでも役立てられる内容でし
た。

「救急医から伝える救急処置のコツと、学校における
緊急対応計画（Emergency Action Plan）の策定」
師

千葉市立海浜病院 救急科 主任医長
NPO法人ちば救命・AED普及研究会

理事長

本

間

洋

輔

氏

講義内容
・コロナ禍における救命のポイントと救命教育について、実際に「戦う救命アニ
メ 救えボジョレー」という45分間でできるDVDを受講する中で、胸骨圧迫
とAEDの使い方の指導のポイントや、対面指導と配信指導を同時に行う講義を
体験しました。また、学校におけるEPA（エマージェンシー・アクション・プ
ラン、緊急時対応計画）についてご講義いただき、学校全体で緊急対応の役割
分担を行い、それを基に実際の現場を想定したシミュレーションの有効性につ
いてお話しいただき、さらにアナフィラキシー、熱中症、頭部打撲、手足の怪
我の対応についてもご講義いただきました。

■受講者感想

・生徒に教える、職員が研修する際を具体的にイメージ
できました。PUSHプロジェクトをぜひ利用したいで
す。指揮命令内容チェックシートを早速アクション
カードの中に入れたいと思います。
・勤務する自治体は、
「愛知PUSH」さんのご協力をいた
だいて、市内小中学校の小５年、中２年の全児童生徒
に「PUSHコース」を受講させています。学校教育に
しっかり位置づけて、全国民が自信を持ってAEDを使

い、胸骨圧迫が出来るようになるよう続けていくと良
いと心底思いました。今日の講話が、全国に広がるこ
とを願います。熱意のこもった講話をありがとうござ
いました。
・「救命教育を止めない」と言う言葉が心に響き、私た
ち養護教諭に期待されている使命を果たしていきたい
と思いました。

全国養護教諭連絡協議会
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第28回研究協議会のお知らせ

仮「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」
〜新しい時代の保健室経営のあり方とは〜

日
時 令和５年２月17日（金）10：00〜16：30（受付9：30〜）
実施方法 ハイブリッド開催 会場開催（200名）とオンデマンド動画配信
会
場 浅草橋ヒューリックホール（〒111-0053 東京都台東区浅草橋１丁目22-16
特別講演 講師 兵庫県立大学 准教授 竹内 和雄 氏
基調講演 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
フォーラム コーディネーター びわこ学院大学 教授 岩崎 信子 氏

電話03-5822-5971）

詳細は後日HP等でもお知らせいたします。多くの会員の皆様のご参加をお待ちしています。

瑞星編集委員会

研究誌「瑞星13号」今冬 発刊！
― 仲間の実践から学んでみませんか ―

実践事例集テーマ
「時代の変化に対応した学校保健活動の推進
〜連携・協働を深める養護教諭の役割〜」

＜2022.12発刊予定＞

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の実践を
掲載しています。
・実践は、「保健室経営」「保健教育」「保健管理」の３分
野。現代的な健康課題の解決に向け、教職員や家庭、地域
の専門機関との連携・協働を深めた実践、PDCAサイクル
を生かした実践など、自校の学校保健活動に活かせる視点
や、ヒントが得られる実践が満載です。
・実践の紹介は、本会ホームページ、「瑞星編集委員会だよ
り」に掲載しています。ご覧ください。

＊各研究会を通してお申し込みください。

