
【ポスター発表】 

11 月 28 日（日） 13：10～14：28 
G 会場 13：10～14：28 

〔疾病予防・健康管理〕    

   座長 ： 河田 史宝  （茨城大学）  13:10～13:45 

P28G01 高校生の携帯電話使用に関わる保護者の意識 

○村井 伸子  （埼玉大学大学院教育学研究科） 

P28G02 新型インフルエンザ流行期の欠席日数に関する考察 

○葛本 ひとみ  (放送大学教養学部生活と福祉専攻) 

P28G03 大学生の各種因子と新型インフルエンザ発症との関係 

○吉田 由紀   (埼玉県立大学保健センター) 

P28G04 健常者と罹患者のアレルギー意識 

○熊谷 仁美  （茨城大学大学院教育学研究科） 

P28G05 教育学部生のアレルギー疾患への認識調査 

○酒井 未穂子  （上尾中央医科グループ協議会） 
 

   座長 ： 加藤 英世  （杏林大学）  13:46～14:28 

P28G06 小学校高学年を対象としたがん教育のあり方に関する研究（第一報） 

－教科等との関連を中心として－ 

○助友 裕子  （国立がん研究センター） 

P28G07 小学校高学年を対象としたがん教育のあり方に関する研究（第二報） 

 －保健学習における授業研究－ 

○久保田 美穂  （埼玉大学教育学部附属小学校） 

P28G08 女子学生の体格および体脂肪に影響を及ぼす生活習慣の検討 

○間瀬 知紀  （神戸大学大学院人間発達環境学研究科） 

P28G09 中学生の骨強度と生活習慣 

○吉宇田 和泉  （日本女子体育大学） 

P28G10 女子大学生の下肢機能と活動量 

○下村 雅昭  （京都女子大学家政学部生活福祉学科） 

P28G11 小学生のインフルエンザ罹患と体力および体格 

○杉崎 弘周  （新潟県新発田市立外ヶ輪小学校） 
 

〔保健学習・保健指導〕 

   座長 ： 新井 猛浩  （山形大学）  13:10～13:45 

P28G12 スポーツ活動時の熱中症予防の現状と教育効果 －U 高専１年生の調査から－ 

○藤岩 秀樹  （尾道大学） 

P28G13 HIV 感染者・AIDS 患者への態度に及ぼすエイズ教育の影響 

○山崎 聡美  （立命館大学大学院言語教育情報研究科） 

P28G14 大学生の保健に関する授業イメージと知識の習得状況について 

○高橋 岳  （上越教育大学大学院） 

P28G15 高校生の保健学習に対する意識についての研究 

○佐々木 佳祐  (兵庫教育大学大学院学校教育研究科) 

P28G16 小学生およびその保護者についての手洗い意識・実施状況 

○足立 節江  （兵庫教育大学大学院学校教育研究科） 



座長 ： 上地 勝  （茨城大学）  13:46～14:21 

P28G17 医薬品に関する高校生の意識と効果的な授業法について 

○冨岡 剛  （兵庫教育大学大学院） 

P28G18 子どもが抱く“からだ”に関する疑問の内容分析：小学 5・6 年生を対象として 

○下里 彩香  （品川区立杜松小学校，埼玉大学大学院教育学研究科） 

P28G19 養護教諭を目指す短期大学生の保健学習に対する意識調査 

○宮本 賢作  （福山市立女子短期大学） 

P28G20 小中学生のライフスキルと生活習慣との関連 ―第 1 報「生きる力と生活行動調査」の結果から― 

○近森 けいこ  （名古屋学芸大学） 

P28G21 高校生の生活習慣の改善をめざした保健指導に関する研究 

○田村 裕子  （山陽学園大学） 

 

〔養護教諭・保健室〕 

 座長 ： 斉藤 ふくみ  （茨城大学）  13:10～13:45 

P28G22 災害時における避難所としての学校保健室備品等に関する実態調査 

 －地震災害を経験した N 県養護教諭の調査からー 

○佐光 恵子  (群馬大学) 

P28G23 欠席日数と保健室来室状況からみえてきた子ども支援 

○渡辺 佳絵  （埼玉県志木市立宗岡第二小学校） 

P28G24 高校生の健康実態と支援に関する研究 

○高田 ゆり子  （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

P28G25 離島の高校生のメンタルヘルスと養護教諭の役割 

○大川 尚子  （関西福祉科学大学） 

P28G27 幼稚園保健室コーナーの参与観察（２） －園児のニーズと行動に着目して－ 

○斉藤 ふくみ  （茨城大学教育学部） 

 

〔心の健康・健康相談〕 

 座長 ： 住田 実  （大分大学）  13:53～14:28 

P28G28 中学校における食と心の健康教育実践(6) －総合学習の時間を利用した食育－ 

○壺井 尚子  (お茶の水女子大学大学院) 

P28G29 小学校における食と心の健康教育実践（７） －実施プロセスにみる学校力の活用－ 

○斉藤 あゆみ  （お茶の水女子大学大学院） 

P28G30 中学生の生活習慣と心身自覚状況との相互作用 

○加藤 和代  （兵庫大学） 

P28G31 青少年の地域活動への参加と心身健康度 

○吉永 真理  （昭和薬科大学） 

P28G32 日本在住韓国人中学生における悩みの相談相手と心の専門家への相談ニーズ 

○具 英姫  （お茶の水女子大学大学院） 

 

 



H 会場   13：10～14：28 

〔喫煙・飲酒・薬物〕 

   座長 ： 大沢 功  （愛知学院大学）  13:10～13:52 

P28H01 JSPD 調査に基づく高校生の生活習慣と薬物乱用・ドーピングの要因に関する検討 

○津田 英也  （兵庫県立西宮香風高等学校) 

P28H02 JSPD 調査に基づく高校生の部活動と薬物に対する意識の検討 

○湯浅 美香  （梅花女子大学） 

P28H03 「T 福祉短期大学生の喫煙実態調査」第一報 

○小出 えり子  （富山福祉短期大学） 

P28H04 保健医療系学生の喫煙行動 －2000 年調査との比較－ 

○太田 ひろみ  （杏林大学保健学部地域看護学教室） 

P28H05 中学生のタバコや喫煙に関する意識 

○小磯 透  （国際武道大学） 

P28H06 二次元方略に基づくセルフ・コントロールと危険行動 

○物部 博文  （横浜国立大学教育人間科学部） 

 

〔学校安全・安全教育〕 

座長 ： 香田 由美  （福岡県立門司学園高等学校）  13:53～14:28 

P28H07 テレビでの飲酒に関連する描写の分析 

○菊地 素史  (兵庫教育大学大学院) 

P28H08 学校管理下における入院を伴う負傷の年齢別発生率と発生要因の分析 

○下村 淳子  （愛知学院大学心身科学部健康科学科） 

P28H09 学校管理下における熱中症発症状況の分析 

○井澤 昌子  （名古屋学芸大学） 

P28H10 愛知県の学校管理下における熱中症発症と環境温度との関連 

○井澤 昌子  （名古屋学芸大学） 

P28H11 心肺蘇生法実習の教育効果に関する意識調査 

○幸田 三広  （大島商船高等専門学校） 

 

〔学校給食・食育〕 

   座長 ： 衞藤 久美   （女子栄養大学）  13:10～13:38 

P28H12 中学生(特に女子）における痩身志向と関連要因 

○岡﨑  恵子(倉敷芸術科学大学) 

P28H13 中学生の骨密度と運動習慣・牛乳摂取との関連  

○寺西 弥生  (愛媛大学大学院教育学研究科) 

P28H14 小学 1 年生に対する食事姿勢の指導と評価 －紙芝居を媒体として－ 

○千田 幸美  （大阪教育大学大学院） 

P28H15 「保護者会でおこなう食教育の提案 ～養護教諭・学校栄養職員コラボの食育の実践～」 

○井関 陽子  （品川区立小中一貫校日野学園） 

 



〔ライフスキル〕〔環境衛生・環境教育〕 

   座長 ： 村木 久美江  （川口市立南中学校）  13:39～14:07 

P28H17 高密度織物製寝具を用いたダニアレルゲン低減に関する試み 

○中村 晴信  （神戸大学大学院人間発達環境学研究科） 

P28H18 小学生のレジリエンスとセルフエスティームの関連 

○原 郁水  （横浜市立保土ヶ谷小学校） 

P28H19 教授方法の違いによるストレス・マネジメント教育効果の比較・検討 

○酒井 利恵  （東京学芸大学大学院） 

P28H20 自尊感情の向上を目的としたコミュニケーションスキル授業の試み 

 －2 年間の自尊感情の変化について報告－ 

○ 田中 直代  （埼玉県栄養専門学校） 

 

〔国際保健〕 

座長 ： 國土 将平  （神戸大学）  13:10～13:38 

P28H21 メンタルヘルスに関する中国の長春市と呼和浩特市の子どもの比較 

○祝部 大輔  （鳥取大学医学部医学教育学） 

P28H22 日本の学校保健・養護教諭の国際貢献 －ネパール国学校保健・栄養プロジェクトに参加して－ 

○櫻田 淳  （埼玉県立大学） 

P28H23 アジア・アフリカ学術基盤形成事業における学校保健・環境教育の開発事業 

○大澤 清二  （大妻女子大） 

P28H24 ミャンマー連邦の児童生徒の生活習慣が発育に及ぼす影響 

○國土 将平  （神戸大学） 

 

〔性教育・エイズ教育〕  

   座長 ： 土井 豊  （東北生活文化大学）  13:39～14:21 

P28H25 小学校・中学校・高等学校の養護教諭が捉えた性教育の現状と課題    

○梅澤 真紀  （春日部市立葛飾中学校） 

P28H26 小中高等学校での実践的な内容を含む養護教諭の月経指導の実態について 

○藤原 有子  (川崎医療福祉大学) 

P28H27 思春期の子どものセクシュアル・ヘルスに関する親の不安と親子間コミュニケーション 

○富岡 美佳  （山陽学園大学） 

P28H28 大学生の性行動及び性感染症に関する知識の実態と自尊感情との関連 

○郷木 義子  （徳島大学） 

P28H29 大学生の性行動と「STD 予防行動に関与する意識」及び「信頼感」との関連 

○奥田 紀久子  （徳島大学） 

P28H30 助産師の性教育への関わり方に関する質的調査 

○田中 成子  （兵庫教育大学大学院） 

 


