
【一般口演】 

１１月２８日（日） 午後の部 14:30～16:15 

 
A 会場  14:50～16:14 
〔養護教諭・保健室〕   
 
  座長 ： 北口 和美  （大阪教育大学）  14:50～15:38 

28pA01 退職養護教諭を活用した経験の浅い養護教諭の現職研修の現状 

○林 典子  （名古屋学芸大学） 

28pA02 めざす養護教諭職務行動を考える 

○菊地 紀美子  （飯田女子短期大学） 

28pA03 養護教諭の職務研究 －IUHPE（国際健康教育ユニオン）会議での報告を通して得た成果と課題－ 

○宍戸 洲美  （National Network of Yogo teacher in JAPAN） 

28pA04 複数配置が養護教諭の職務意識に与える影響 

○久保 昌子 （京都女子大学大学院） 

 
  座長 ： 徳山 美智子  （藍野大学） 15:38～16:14  

28pA05 演習を通して学ぶ「健康相談活動」の資質能力 

○今野 洋子  （北翔大学） 

28pA06 養護教諭のコミュニケーション能力に関する一考察 

 －現職養護教諭と養護教諭志望学生の比較から－ 

○安林 奈緒美  （名古屋大学大学院） 

28pA07 保健室経営計画と養護教諭の役割意識との関連について 

○宮田 幸江  （東海学園大学保健センター） 

 

Ｂ会場  14:50～16:14 
〔学校保健組織活動〕〔その他〕   
  
  座長 ： 竹鼻 ゆかり  （東京学芸大学）  14:50～15:26 

28pB01 養護活動における子どもとの相互行為を通した養護教諭の人間形成機能 

 ―R・シュタイナーの人間学に焦点をあてて― 

○大森 智子  （茨城大学大学院教育学研究科） 

28pB02 学校保健を重視した学校経営に関する研究 ―高等学校学校長へのインタビューより― 

○留目 宏美  （聖路加看護大学） 

28pB03 学校・保護者・学校医が協働する家族支援 -「子育てを語ろう」研修会の取り組み- 

○菊地 美和子  （横浜国立大学教育人間科学部附属特別支援学校） 

 

 座長 ： 林 典子  （名古屋学芸大学）  15:26～16:14 

28pB04 学校保健業務における４村合併による地域連携の構築と推進の臨床的事例報告 

○青嶋 裕子  （長野県阿智村立阿智中学校） 

28pB05 他職種と連携した生徒保健委員会活動 

○近藤 充代  （愛知県立豊橋工業高等学校） 

28pB06 就学移行期における生活習慣と学校生活との関連 

○竹鼻 ゆかり  （東京学芸大学） 

28pB07 保健学習における情意領域の評価に関する研究 

○前上里 直  (北海道教育大学札幌校) 



C 会場  14:50～15:38 
〔歯科保健〕  

 

  座長 ： 丸山 進一郎  （学校歯科医・前日本学校歯科医会専務理事）  14:50～15:38 

28pC01 歯や口の健康と生活習慣との関連―A 小学校の実態から― 

○小野 友美  （江東区立第四砂町小学校） 

28pC02 高等学校における歯・口腔の健康及び全身の健康の 3 校比較に関する研究 

○外山 恵子  （愛知県立日進高等学校、愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座） 

28pC03 歯周病健診（唾液検査）を活用した歯科保健調査票（高校版）の作成 

―歯周病リスク評価と歯科保健行動との関連― 

○工藤 宣子  （岩手県立宮古北高等学校） 

28pC04 特別支援学校における歯周疾患要観察者（GO）に対する養護教諭による個別指導の実践とその効果

○岩崎 和子  (群馬大学教育学部附属特別支援学校)  

 

D 会場  14:50～15:50 
〔喫煙・飲酒・薬物〕   

 

  座長 ： 三好 美浩  （財団法人日本性教育協会）  14:50～15:50 

28pD01 中学生の医薬品の使用実態に関する研究 

○堺 千紘  （神戸大学大学院人間発達環境学研究科） 

28pD02 喫煙，飲酒，薬物乱用と生活習慣に関する全国高校生調査 ―飲酒の機会についての検討― 

○江嵜 和子  （兵庫教育大学連合大学院） 

28pD03 大学生の喫煙防止に対する意識 

○春名 誠美  （四日市看護医療大学） 

28pD04 医療専門職専攻学生の喫煙防止意識 

○安林 幹翁  （中部大学) 

28pD05 中学生のメディア接触時間に関する調査 

○井上 里加子  （ノートルダム清心女子大学） 

 

Ｅ会場  14:50～16:14 

〔保健学習・保健指導〕〔発育発達〕  

 

  座長 ： 香川 雅春  （女子栄養大学）  14:50～15:38 

28pE01 小学校保健室における発育グラフソフト活用の可能性 

 －発育グラフソフトを保健室の必須ツールとして活用した健康管理の報告－ 

○辻野 智香  （さいたま市立植竹小学校、埼玉大学大学院教育学研究科） 

28pE02 小学生対象の保健指導への発育グラフ活用の可能性 

 －健全なボディ・イメージを育むグループ保健指導の検討－ 

○齋藤 久美  (筑波大学附属小学校、埼玉大学大学院教育学研究科) 

28pE03 質的方法を用いた青少年のボディイメージと健康行動に関する研究 

○千須和 直美  （シドニー大学教育社会福祉学部） 

28pE04 Promoting health in schools using a self esteem approach 

（セルフエスティームアプローチを用いた学校でのヘルスプロモーション） 

○ジェニファー・オディア   (シドニー大学教育社会福祉学部) 



座長 ： 宮下 和久  （和歌山県立医科大学）  15:38～16:14 

28pE05 女子の身体プロポーションの年齢的変化に関する縦断的研究 

○廣原 紀恵  （徳島大学） 

28pE06 BMI による肥満・やせの評価をめぐって －早晩熟の判定をもとにして－ 

○後和 美朝  （大阪国際大学) 

28pE07 小学 1 年生における母乳栄養と血中脂質の検討 

○外山 千鈴  （慶應義塾大学保健管理センター） 

 

J 会場  14:30～15:54 
〔疾病予防・健康管理〕〔その他〕 

 

  座長 ： 下村 義夫  （上越教育大学）  14:30～15:18 

28pJ01 定期健康診断の一環として精神健康度調査票を用いた大学生のメンタルヘルス 

○百々 由美子  （福島大学大学院・東北文化学園大学保健管理センター） 

28pJ02 保健体育科教員を目指す大学生の疾病に関する知識について 

○内山 有子  （日本女子体育大学スポーツ健康学科幼児発達学専攻） 

28pJ03 THP 活動導入における教職員健康診断の有所見率の推移 

○鈴木 雅子  （成立学園中学・高等学校） 

28pJ04 若年女性における健康問題に関する研究 

○山口 孝子  （名古屋市立大学看護学部） 

 

  座長 ： 荒木田 美香子  （国際医療福祉大学）  15:18～15:54 

28pJ05 通学時の携行品の実態と児童生徒及び養護教諭の意識調査 

 ―ヘルスプロモーションの一視点として― 

○鈴木 郁衣  （千葉市立蘇我小学校） 

28pJ06 運動性外反母趾の成因と予防対策 

○朱 敏鴻  （筑波大学院体育学専攻) 

28pJ07 近見視力検査の眼科学的評価（その２） 

○高橋 ひとみ  （桃山学院大学） 

 

K 会場   14:34～15:58 
〔心の健康・健康相談〕   

 

  座長 ： 近藤 卓  （東海大学）  14:34～15:22 

28pK01 ヘルシースクールの展開 －心の健康づくり「自己認識スキル形成」を通して－ 

○荒井 裕見子  （市原市立里見小学校） 

28pK02 ICT を活用した出席管理における健康観察の試み 

○倉上 洋行  （順天堂大学） 

28pK03 アサーショントレーニングソフトの改良 

○塚本 光夫  （熊本大学教育学部） 

28pK04 高校生における抑うつ予防のための介入研究 ―自記式のハッピー・ノートを活用して― 

○貴志 知恵子  （兵庫教育大学大学院） 

 



 座長 ： 津島 ひろ江  （川崎医療福祉大学）  15:22～15:58 

28pK05 不登校児の生活習慣 

○藤原 寛  （京都府立医科大学小児科） 

28pK06 写真投影法を用いた中学生の対人関係行動の解析 －抑うつと自己評価に着目して－ 

○山下 稔哉  （山口県立大学大学院健康福祉学研究科） 

28pK07 学生の不安の愁訴の推移 ―四半世紀にわたる調査結果の分析― 

○沢田 孝二  (山梨学院短期大学) 

 


