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役員選出のあり方について

表記の件につきまして本年度の評議員会および総会において会員の皆様のご意見をお聞
きしたいと考えております。当日平成25年度予算案をご審議いただきますが，予備費を考
えますと，選挙制度を抜本的に考え直す必要があります。本年度中に議論を深めて，次年
度には何らかの結論を出したいと考えています。
会員の皆様におかれましては，是非評議員会および総会にご出席のうえ，ご意見をお聞
かせ下さいますようお願いいたします。

常任幹事一同

会費納入と会員勧誘のお願い

平成25年度の会費の納入時期となりました。振込用紙を同封させていただきましたので，
年会費（3,000円）をお振り込みいただけますようお願い申し上げます。
また，学会員の皆様には，周囲の方々に本学会への入会をお勧め下さいますようお願い
致します。入会案内パンフレットはホームページからダウンロード出来ますので，所定の
用紙にご記入の上，FAXでお申し込みください。
（学会事務局　FAX：073-441-0646）
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ご　挨　拶

第60回近畿学校保健学会

学会長　鬼頭英明

（兵庫教育大学大学院　教授）

この度，来る７月７日（日曜日）に兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパスにおいて近畿学校

保健学会を開催することになりました。本年度は，第1回近畿学校保健学会が昭和29年に大阪で開催さ

れて以来の節目となる第60回目大会を迎えることになります。

一般演題の口演につきましては，当初3会場で予定しておりましたが，想定よりも多く，38題の申し

込みを頂きましたので，会場を急遽4会場に変更致しました。うれしいかぎりで，厚く御礼申し上げま

す。

また，今年の学会は，学校保健を考える上で大きな柱となる保健教育と保健管理を意識し，学校に

おける薬物乱用防止に関する指導と医薬品の管理・教育を午後の特別講演，シンポジウムに取り上げ

ることとしました。いずれも学校保健において喫緊の課題の一つであることから，限られた時間内で

はありますが，是非活発な意見交換ができればと考えております。

薬物乱用については，特別講演で独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬

物依存研究部長　和田清先生に「最近の薬物乱用状況と青少年の薬物乱用問題－「脱法ドラッグ」を

含めて－」と題し，薬物乱用に関する最近の話題を中心にお話ししていただくようお願い致しました。

シンポジウムでは，学校での医薬品の管理と教育にスポットを当て，保健体育科教諭，養護教諭，

学校薬剤師の先生方にそれぞれの立場から最近の動向を踏まえてお話しいただく予定にしております。

また，午前には一般演題の口演を予定しております。研究や実践発表など研究者ばかりでなく学校

三師，現職教員，大学院生・学部生の方々など幅広くご参加，発表いただき，相互交流ができる場と

して提供できれば幸いです。

ちなみに，神戸ハーバーランドキャンパスはこの３月15日にホールや会議室が増設されましたので

使いやすくなりました。

７月７日は，七夕ですが，神戸ハーバーランドキャンパスが位置するハーバーランドは，JR新快速

も止まる神戸駅から５分程度と交通至便で，近くにポートタワーや大型客船が横付けする埠頭のある

商業地，観光地でもあります。4月下旬には，アンパンマン子どもミュージアムも開館し，多くの人で

にぎわっています。

懇親会会場はハーバーランドモザイクで，夜景を楽しみながら意見交換などに話が弾むよう企画し

ております。

是非，参加いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
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第60回近畿学校保健学会プログラム

日時 平成25年7月7日（日）10：00～16：45

会場 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス，及び神戸新聞松方ホール

神戸市中央区東川崎町1丁目5-7 神戸情報文化ビル3階，４階

場所：「兵庫教育大学　神戸ハーバーランドキャンパス」で 検索　

（あるいは右QRで）

（JR神戸駅より徒歩8分，阪急・阪神高速神戸駅より徒歩13分）

時刻 

9：30 

10：00

12：00

13：00

事項　【会場】 

受付開始　【会場入り口】 

一般演題発表 

昼食休憩 

【umieサウスモール，ノースモール，モザイク，デュオこうべ浜の手・山の手等】 

13：45

評議員会・総会【第１会場：兵教ホール】 

特別講演【神戸新聞松方ホール】 

「最近の薬物乱用状況と青少年の薬物乱用問題－「脱法ドラッグ」を含めて－」 

　　　　　　　　　和田清（独立行政法人　国立精神・神経医療研究センター 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　精神保健研究所　薬物依存研究部長） 

第１会場　【兵教ホール】　　　第２会場　【講義室５】 

第３会場　【講義室４】　　　　第４会場　【講義室１＋２】 

「医薬品の管理と教育をすすめるに当たって」　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鬼頭英明（兵庫教育大学大学院教授） 

「中学校学習指導要領による医薬品に関する授業実践研究」　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田裕司（京都市立九条中学校） 

「医薬品に関する管理と教育をつなぐ役割 

　―養護教諭の職務の特質と保健室の機能を活かして―」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香田由美（福岡県立門司学園高等学校） 

「学校薬剤師の視点から見た学校における医薬品の管理について」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守谷まさ子（京都府学校薬剤師会長） 

「医薬品の教材提供について」 　　那須泰治（くすりの適正使用協議会） 

16：45 

17：30

表彰式・閉会式 

懇親会　【ニューミュンヘン（神戸ハーバーランド店）】 

15：00 シンポジウム「医薬品に関する管理と教育」【神戸新聞松方ホール】 
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プログラム

午前の部

一般演題（口演7分，質疑応答4分） 10：00～12：00

第１会場

保健学習　　 座長　白石龍生（大阪教育大学）

１－１　保健体育科学生と養護教諭養成課程学生の「保健の授業」に関する意識について

○浅井千恵子１），井上文夫２），下村雅昭３），大川尚子４）

1）花園大学，2）京都教育大学，3）京都女子大学，4）関西福祉科学大学

１－２　保健学習において使用される指導方法 ―中学校の小単元別の分析―

○上田裕司１），鬼頭英明２），西岡伸紀２）

1）京都市立九条中学校，2）兵庫教育大学大学院

１－３　海上技術学校に在籍する生徒の健康意識に関する調査 ―保健学習の履修の有無から―

○齋藤充子，中村朋子，森田富士子，田中成子，石見幸子，藤本芳秀，前田道子，

西岡伸紀，鬼頭英明（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

健康教育全般　　 座長　宮井信行（和歌山県立医科大学）

１－４　子どもの足と靴の健康教育に関するコンテンツの開発

○上田恵子，中村晴信，國土将平（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

１－５　健康教育の視点に立った放射線に関する教育プログラムの開発及び実践

○小池理平１），青木志保２），香田由美３），松本容史子４），西岡伸紀５），鬼頭英明５）

1）姫路市教育委員会，2）入間市立藤沢北小学校，3）福岡県立門司学園高等学校

4）篠山市立篠山養護学校，5）兵庫教育大学大学院

１－６　大学生の放射線に対する意識変容について（第Ⅰ報）

―計測器メーカーの出前授業（放射線教育）の実践から―

○谷川尚己１），永井博２），守谷まさ子３），金森雅夫１），深津達也４）

1）びわこ成蹊スポーツ大学，2）堀場製作所，3）京都府学校薬剤師会，4）野洲養護学校

ライフスキル，社会的スキル　　 座長　吉岡隆之（奈良学園大学設置準備室）

１－７　中学生におけるセルフエスティームと意志決定スキル，目標設定スキルの関連

○今石愛実，寺井翔太，三船美里，山形弥壽子，鬼頭英明，西岡伸紀

（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

１－８　中学校ライフスキル教育の推進方策 ―管理職等に対するインタビュー調査より―

○三船美里，今石愛実，寺井翔太，山形弥壽子，鬼頭英明，西岡伸紀

（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

１－９　小学生における動物の飼育経験とソーシャルスキルの関連性 ―学校生活に焦点をあてて―

○山内雄貴１），井上文夫２），浅井千恵子３）

1）京都教育大学院教育学研究科，2）京都教育大学体育学科，3）花園大学
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１－10 学校行事による中学生の学習意欲，生活態度，コミュニケーション能力の変化

○山形弥壽子，今石愛実，寺井翔太，三船美里，西岡伸紀，鬼頭英明

（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

第２会場

健康関連行動，意識（１） 座長　中村晴信（神戸大学大学院）

２－１　幼稚園児における歩数計を用いたセルフモニタリングが園内歩行量に及ぼす効果

○笠次良爾１），長谷川かおり２）

1）奈良教育大学保健体育講座，2）奈良教育大学附属幼稚園

２－２　自己記入式質問紙による中学生の身体活動量と健康関連QOLの関係

―IPAQ生徒期用とPedsQLを用いて―

○川勝佐希１），笠次良爾２），國土将平３），石井好二郎４）

1）奈良教育大学大学院教育学研究科，2）奈良教育大学教育学部保健体育講座

3）神戸大学人間発達環境学研究科，4）同志社大学スポーツ健康科学部

２－３　中学生における自己管理スキルと健康行動との関連に関する研究

○西木澄江，鬼頭英明，西岡伸紀（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

２－４　中学校部活動におけるストレッサーとコーピング採用

～パーソナリティとの関連に着目して～

○村上悠１），井上文夫２）

1）京都教育大学附属高等学校，2）京都教育大学体育学科

健康関連行動，意識（２），生活習慣，生活行動（１）座長　中川雅生（滋賀医科大学）

２－５　大学生の子宮頸がんに対する予防行動の調査

○中村朋子，斉藤充子，森田富士子，田中成子，石見幸子，藤本芳英，前田道子，

西岡伸紀，鬼頭英明（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

２－６　朝食摂取の有無が身体に及ぼす影響に関する一考察

○弓場大樹，中薗伸二（びわこ成蹊スポーツ大学大学院）

２－７　子どもの睡眠様態評価に関する予備研究

○大平雅子１），正田理沙子２） 1）滋賀大学教育学部，2）滋賀大学教育学部附属中学校

生活習慣，生活行動（２） 座長　森岡郁晴（和歌山県立医科大学）

２－８　中学生生活習慣調査の縦断的検討 ―目覚めと生活習慣の関連―

○谷井尚子（彦根市立南中学校）

２－９　中学生の睡眠習慣と不定愁訴との関連 ―平日と休日の起床時刻に着目して―

○藤原寛１），井上文夫２）

1）京都府立医科大学小児科，2）京都教育大学体育学科

２－10 小学生の手洗いと欠席状況

○足立節江１），鬼頭英明２），西岡伸紀２）

1）丹波市立佐治小学校，2）兵庫教育大学大学院
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第３会場

医薬品（１） 座長　香田由美（福岡県立門司学園高等学校）

３－１　小学生における薬教育および意識変容について ―大学教員の出前授業の実践から―

○谷川尚己１），守谷まさ子２），金森雅夫１），松田保１），深津達也３）

1）びわこ成蹊スポーツ大学，2）京都府学校薬剤師会，3）野洲養護学校

３－２　高校生の薬に対する意識変容について ―薬剤師による薬教育から―

○守谷まさ子１），谷川尚己２），金森雅夫２），深津達也３）

1）京都府学校薬剤師会，2）びわこ成蹊スポーツ大学，3）野洲養護学校

３－３　大学生の薬に対する意識変容と行動化について（第Ⅰ報）―薬剤師による薬教育から―

○守谷まさ子１），谷川尚己２），金森雅夫２），深津達也３）

1）京都府学校薬剤師会，2）びわこ成蹊スポーツ大学，3）野洲養護学校

医薬品（２），傷害（１） 座長　藤原寛（京都府立医科大学）

３－４　教員の薬に対する意識変容について

○金森雅夫１），谷川尚己１），松田保１），守谷まさ子２），深津達也３）

1）びわこ成蹊スポーツ大学，2）京都府学校薬剤師会，3）野洲養護学校

３－５　中・高校生の医薬品使用にかかわる行動および態度の実態

―性差，学校種差に焦点をあてて―

○堺千紘，菱田一哉，李美錦，川畑徹朗（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

３－６　衝突回避行動の動画から見た回避スタイルについて

○三鬼雄真，稲垣陽明，濱田知美, 宮本邦彦（大阪青山大学健康科学部）

傷害（２），体罰　　 座長　笠次良爾（奈良教育大学）

３－７　学校管理下における事故災害事例の活用に関わる要因 ―養護教諭対象の実態調査より―

○松本容史子１），青木志保２），今石愛実３），小池理平４），香田由美５），鬼頭英明５），

西岡伸紀５）

1）篠山市立篠山養護学校，2）入間市立藤沢北小学校，3）福岡県立門司学園高校，

4）姫路市教育委員会，5）兵庫教育大学大学院

３－８　保健体育科教員を目指す学生たちの体罰に対する認識

○深津達也１），谷川尚己２），金森雅夫２），松田保２），守谷まさ子３）

1）滋賀県立野洲養護学校，2）びわこ成蹊スポーツ大学，3）京都府学校薬剤師会

３－９　子どもの豊かな心を育むために ―幼・小・中学校教員の体罰に対する意識調査―

○松田保１），谷川尚己１），金森雅夫１），守谷まさ子２），深津達也３）

1）びわこ成蹊スポーツ大学，2）京都府学校薬剤師会，3）野洲養護学校

第４会場

養護教諭，保健室（１） 座長　大川尚子（関西福祉科学大学）

４－１　小学校における「朝の健康観察簿」の活用に関する研究

○江嵜和子１），土生素子２） 1）園田学園女子大学，2）大宰府西第二学童保育所
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４－２　養護教諭の救急処置活動で使用される看護技術の実態

○湯浅美香１），吉田民枝２），中島敦子１），川崎裕美３）

1）梅花女子大学，2）広島大学大学院，3）広島大学医歯薬保健学研究院

４－３　小学校に在籍する発達障害児の保護者支援

―養護教諭に対する役割期待と役割遂行のズレから―

○吉田順子（元明石市立人丸小学校）

養護教諭，保健室（２） 座長　江嵜和子（園田学園女子大学）

４－４　養護教諭の教育的役割の重要性について

○向山世璃子，横島三和子，岡田雅樹（湊川短期大学）

４－５　教育実践を中心に据えた教員養成のあり方についての一考察

○横島三和子，向山世璃子，岡田雅樹（湊川短期大学）

４－６　養護教諭養成における「協同学習」を基盤にした授業の効果

○古角好美（大阪女子短期大学）

保健管理，発育　　 座長　後和美朝（大阪国際大学）

４－７　特別支援学校における教員の医療的ケアに関する文献検討

○中島康明１），中島敦子２） 1）大阪府立茨木支援学校，2）梅花女子大学看護学部

４－８　特別支援学校における養護教諭の慢性疾患児に対する支援

―予測される大地震に対する支援から―

○大和かなみ１），岡本陽子２） 1）大津市立北大路中学校，2）藍野大学

４－９　座高のMIAの年次推移について

○白石龍生１），三野耕２） 1）大阪教育大学，2）大阪産業大学

午後の部

神戸新聞　松方ホール

特別講演「最近の薬物乱用状況と青少年の薬物乱用問題―「脱法ドラッグ」を含めて―」

和田清（独立行政法人　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部長）

シンポジウム「医薬品に関する管理と教育」

「医薬品の管理と教育をすすめるに当たって」 鬼頭英明（兵庫教育大学大学院教授）

「中学校学習指導要領による医薬品に関する授業実践研究」

上田裕司（京都市立九条中学校）

「医薬品に関する管理と教育をつなぐ役割 ―養護教諭の職務の特質と保健室の機能を活かして―」

香田由美（福岡県立門司学園高等学校）

「学校薬剤師の視点から見た学校における医薬品の管理について」

守谷まさ子（京都府学校薬剤師会長）

「医薬品の教材提供について」 那須泰治（くすりの適正使用協議会）
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参加受付等のご案内

◆受付時間・場所

平成25年７月７日（日）9：30～　兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス入口（３Ｆ）

◆受付コーナー

①名誉会員

・名誉会員受付で名札と講演集をお受け取りください。

②評議員

・評議員受付で参加費1,000円をお支払いの上，名札と講演集をお受け取りください。

・平成25年度年会費未納の方は，年会費3,000円を学会事務局にお納めください。年会費の納入が

ない場合は，当日会員と同じく参加費が2,000円となりますので，ご注意ください。

③一般会員

・一般会員受付で参加費1,000円をお支払いの上，名札と講演集をお受け取りください。

・平成25年度会費未納の方は，年会費3,000円を学会事務局にお納めください。年会費の納入がな

い場合は，当日会員と同じく参加費が2,000円となりますので，ご注意ください。

④当日会員（参加費：一般2,000円，院生1,000円，学生500円）

・受付で記入表を受け取り，必要事項を記入した後，参加費をお支払の上，名札と講演集をお受

け取りください。

⑤新規入会希望者

・受付で入会申込用紙を受け取り，必要事項をご記入の上，年会費3,000円を学会事務局にお納め

ください。

⑥特別講演・シンポジウムの演者

・受付で名札と講演集をお受け取りください。

⑦懇親会（会費5,000円）

・会場：ニューミュンヘン（umieモザイク３F，学会場より徒歩5分）

・参加ご希望の方は，6月24日（月）までにお申し込み下さい（締切を延長しました）。

当日受付は若干名のみの予定です。

・懇親会に参加を希望される方は，学会場の受付で会費をお支払いください。

場所：「ニュー ミュンヘン ハーバーランド」で 検索　（あるいは右QRで）

※ 名札には氏名・所属をご自身でご記入の上，会場では必ずご着用ください。

◆一般演題発表者の方へ

①前演者の講演が始まると同時に，各会場前方の次演者席にご着席ください。

②口演時間7分，討論時間４分です。時間厳守をお願いします。

③スライド発表はすべてコンピュータ（PC）を使用いたします。動画あるいは音声を使用されない

場合は，PCは学会側で準備いたします。動画等で使用の場合には，下記⑥をご参照ください。

④画面の解像度はXGA（1024×768）です。このサイズより大きい場合，スライドの周囲が切れて

しまいますのでご注意ください。
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⑤発表用パワーポイントファイルは，７月１日（月）までに，学会事務局k i t o h i 1 7 -

KSHA60@hyogo-u.ac.jp 宛お送りください。ファイル名は「演題番号・筆頭演者名」としてくだ

さい。ただし，ファイル容量が10MBを超える場合には，期日までにCD等で郵送してください。

どうしても間に合わない場合には，事務局まで，ご一報ください。当日は，発表データをUSBメ

モリでお持ちくださり，9：30までに会場PCにセットしてください。他のメディアは受付できま

せん。データは「⑦発表データ作成要項」に従って作成してください。念のため，ウイルスのチ

ェックをお願いします。データは発表後に，事務局で消去させていただきます。

⑥動画あるいは音声を使用する場合には，ご自身のPCをお持ち込みください。お持ち込みが可能な

機種は，モニター出力端子にDsub-15ピンが装備されているものに限ります。薄型PCで出力端子

の規格が異なる場合には，接続アダプタをご用意ください。また，学会側が準備したプロジェク

ターと接続できない場合に備え，「発表用データ」を入れたUSBメモリを，バックアップとして

必ずお持ちください。

⑦発表データの作成は，Windows版Power Point 2003/2007/2010でお願いします。Macの方は

Windowsに変換し，あらかじめ確認をお願いします。

⑧フォントはOSに標準装備されたもの（MS明朝，MSゴシック，Times New Roman，Arial，

Century）をご使用ください。

⑨発表セッションの30分前にはお越しください。

⑩配布資料がある場合は70部を準備し，発表30分前までに各会場の受付に提出してください。

◆座長の先生方へ

①前座長の登壇後前方の次座長席に，ご着席ください。

②受け持ち時間の進行は一任しますが，１題あたり11分以内でご進行いただきますようお願いしま

す。なお，発表者交替のため，別に１分を想定しています。

③慣例により，後日「学会通信」用の座長のまとめをお願いします。年次学会事務局へ提出をお願

いいたします。締切は平成25年7月31日（水）です。

◆その他

・駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

・学会開催時間内は，携帯電話などの通信機器類はマナーモードにするか電源をお切りください。

・会場は禁煙です。ご協力をお願いします。

・手荷物預かりのサービスは行いませんので，ご了承ください。

・昼食：学会場周辺のumie サウスモール，ノースモール，モザイクにレストランが多数あります。

当日案内図を配布しますので，ご利用ください。

場所：「umie」→「フロアガイド」でレストランを 検索　（あるいは右QRで）

・懇親会は17：30から，ニューミュンヘン（神戸ハーバーランド店）で行います。

懇親会場の検索は，前ページをご参照ください。
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学会会場への案内図

◆神戸ハーバーランドキャンパス入口案内

懇親会会場
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神戸ハーバーランドキャンパス（神戸情報文化ビル3階）平面図
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平成２５年度　近畿学校保健学会　評議員会・総会　議題

日時：　平成２５年７月７日（日）午後１時から

場所：　兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス　兵教ホール

議題：　

１．平成２４年度事業報告

２．平成２４年度決算報告および会計監査報告

３．平成２５年度予算

４．次期年次学会開催地および会長

開催地：大阪府

学会長：平田まり先生（関西福祉科学大学）

５．選挙制度のあり方について

６．その他

学会活動活性化について

役員の追加承認について

学校保健の話題

１）熱中症を防ぐために

気温の高い日が続くこれからの時期に備え，熱中症の対策が必要です。こまめな水分補給，エ

アコン等の使用などの対策は，教員が意識するだけでなく，保護者にも広く呼びかけることによ

り，家族で熱中症の注意喚起が必要です。厚生労働省は，熱中症予防のためにリーフレット「熱

中症を防ぐために　～皆さまに取り組んでいただきたいこと～」を作成しています（http://

www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000335ag.html）。活用されたらいかがでしょうか。

２）乳歯の虫歯

６月４日は虫歯の日。私たちの歯は，小学校高学年で乳歯から永久歯へ生え変わります。しか

し，乳歯の虫歯を甘く見てはいけないようです。乳歯が虫歯になると，永久歯も虫歯になりやす

くなり，歯並びに影響が出ます。さらに，話す，食べるなど口腔機能の発達にも支障が出る場合

もあるようです（中日新聞　2013/05/27 http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/

CK2013052702000152.html）。小学校中学年までは，保護者の仕上げ磨きが大切です。

（文責：森岡郁晴）
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平成24年度第3回近畿学校保健学会

幹事会議事録（案）

日時：平成25年2月23日（土曜日）

13：30～14：30

場所：大阪市立大学文化交流センター

（大阪駅前第2ビル6階）

出席：【幹事長】宮下

【常任幹事】白石，森岡，西岡

【幹事】板持，谷川，中川，井上，笹山，

藤原，三野，吉岡，後和，川畑，鬼頭，

中村，春木，武田

【事務局】（幹事長補佐）福元　　　　　

（計18名，敬称略・順不同・事務局除く）

議事

１．前回議事録の確認について

宮下幹事長より説明があり，一部訂正のう

えで承認された。

２．学会通信の発行（学会報告）について

白石常任幹事より説明があり，一部訂正の

うえで承認された。最終ページには学校保

健に関する記事を載せ，編集後記は森岡常

任幹事が執筆のうえで，3月上旬に発行予定。

３．第60回近畿学校保健学会について

鬼頭幹事より学会概要，続いて西岡幹事よ

り運営について具体的な説明があった。

様式等をダウンロードできるURLは近く公

開予定である。また，学会通信に学会当日

の受付時間を掲載することとなった。

４．第61回近畿学校保健学会について

大阪の大川代表幹事が欠席だったため，次

回幹事会で検討することとなった。

５．評議員の補充について

白石常任幹事より説明あり。京都2，大阪1

の欠員に対し，京都は松永哲郎氏（京大大

学院）と森孝宏氏（京都教育大学保健管理

センター）が，大阪は平田まり氏（関西福

祉科学大学）が承認された。

６．名誉会員の推薦について

今回は推薦がなかった。

７．第1回研修セミナーについて（報告），およ

び第2回セミナーについて

西岡幹事より，平成25年12月下旬に実施さ

れ，好評を得たとの報告がなされた。

次回は平成25年12月下旬に，今回と同内容

で実施する予定となった。

宮下幹事長より研修セミナーの会計報告が

なされた。

８．次回幹事会日程について

平成25年6月8日（土曜）13時30分より，兵

庫教育大学神戸キャンパスで予定。

９．その他

（1）日本セイフティプロモーション学会第6

回学術大会（平成25年3月8，9日に兵庫教

育大学・神戸サテライトで開催予定）に関

して，西岡幹事より概要説明があった。

（2）評議員の田中洋一氏（神戸大学大学院人

間発達環境研究科）が，ご逝去されたとの

報告があった。
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第32回日本思春期学会総会・学術集会のご案内

メインテーマ：「思春期の子どもたちをとりまく環境と健康」

○会期日程： 平成25（2013）年８月31日（土）評議員会，総会，学術集会，懇親会

９月１日（日）学術集会

○会　　場：ホテル・アバローム紀の国　２F大会議室他

〒640-8262 和歌山県和歌山市湊通丁北2-1-2

TEL：073-436-1200 FAX：073-436-8866

○参 加 費：学会ホームページにて事前受付を行っております。当日受付も可能です。

http://www.ibmd.jp/jsa2013/index.html

会員・非会員　　当日申し込み　10,000円，事前申し込み　8,000円（抄録集は含みません）

学生　　　　　　5,000円（当日受付のみ，学生証の提示が必要です）

抄録集（１部） 3,000円，・懇親会　　　　　5,000円　

○主な企画：

１）理事長講演「国際的な視点から見た思春期の健康政策」

演者　林　謙治（国立保健医療科学院名誉院長）

２）会長講演　「子どもたちを取り巻く環境変化と思春期発育」

演者　宮下和久（和歌山県立医科大学医学部衛生学）

３）教育講演１「思春期のライフスタイルと健康」

演者　大関武彦（浜松医科大学名誉教授）

４）教育講演２「思春期の移行支援－発達精神病理学からみた現代思春期の支援のあり方－」

演者　小野善郎（和歌山県精神保健福祉センター）

５）シンポジウムⅠ 「子ども達を取り巻くIT環境の落とし穴－ネット、携帯依存」）

６）シンポジウムⅡ「性教育のあり方－地域と学校のギャップ」

７）シンポジウムⅢ「ピアの想いは国境を越えて～若者の未来づくりのために」

８）シンポジウムⅣ「ライフステージと妊娠・出産～思春期から伝えておきたい女性の健康～」

９）パネルディスカッション「思春期をとりまく心の問題－いじめ・不登校・子ども虐待－」

10）特別企画「男性の健康と思春期」

演者　熊本悦明（札幌医大名誉教授, 日本Men's Health 医学会理事長）

「思春期男子の男らしさをめぐって」

１．「母親・指導者の立場から」

木原雅子（京都大学医学部准教授）

２．「父親・指導者の立場から」

三浦雄一郎（冒険家）他

○学会事務局：〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1

和歌山県立医科大学医学部衛生学教室　

会長：宮下和久　　

TEL＆FAX：073-441-0646

E-mail:jsa2013@wakayama-med.ac.jp
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編集後記

来る7月7日（日）に，兵庫教育大学ハーバーランドキャンパス及び神戸新聞松方ホールにおいて，

第60回近畿学校保健学会が開催されます。学会長を鬼頭英明教授が務め，国立精神・神経医療研究セ

ンターの薬物依存研究部長でいらっしゃる和田清先生により「脱法ドラッグ」を含む薬物乱用問題に

関する特別講演が，また5人の方々による「医薬品に関する管理と教育」のシンポジウムが行われます。

一般演題については，健康関連行動，健康教育，保健管理，養護教諭・保健室経営などについて，38

題の発表が予定されています。会場は，最近オープンした“umie”の正面に位置します。そこでの買

い物や食事も楽しいでしょうが，学会にはそれとは違った楽しみがあります。ご来場を心よりお待ち

申し上げます。

ところで，学会通信には，本来の情報や他学会，研修会等の案内に加え，様々な情報を盛り込むこ

とを図っています。余白と相談しながらですが，前号では，学校保健・安全に関するトピックや資源

を載せてみました。みなさんのニーズに添えばよろしいのですが，いかがでしょう？掲載情報につい

て，ご意見，ご要望等をお寄せいただければ幸いです。

近畿学校保健学会常任幹事　第60回近畿学校保健学会事務局長　西岡伸紀

日本養護教諭教育学会　第21回学術集会のご案内

１．期　　　日　　平成25年10月12日（土）12時30分～10月13日（日）15時40分

２．会　　　場　　シーサイドホテル舞子ビラ神戸

３．学　会　長　　北口　和美（近大姫路大学 前大阪教育大学）

実行委員長　　大平　曜子（兵庫大学） 学会事務局長　 大川　尚子（関西福祉科学大学）

４．メインテーマ　「養護教諭の職の深化を究める」

５．内　　　容

【10月12日（土）】

1）プレコングレス

2）学会長講演　「養護教諭の職の深化を究める」

3）シンポジウム「養護教諭の職の深化を究める ―３つのステージの今、これから―」

4）ミニシンポジウム　「養護教諭のこれから」

①養護教諭のキャリア形成　②養護教諭をめぐる課題　③養護教諭の役割

【10月13日（日）】

1）一般口演　口演示説（ポスター発表）

2）教育講演　「非配偶者間人工授精で生まれた子どものサポート」

講師：横浜市立大学附属市民総合医療センター感染制御部　医師　加藤英明　氏　

3）ランチョンセミナー　　4）総会　　5）学会助成研究発表

６．参加費　会　員：4,500円（8月31日まで） 5,000円（9月1日以降）

会員外：5,000円　学　生：2,000円　抄録集のみ：2,000円（送料込み）

７．事務局・お問い合わせ　兵庫大学健康科学部　　〒675-0195 兵庫県加古川市平岡町新在家2301

TEL 079-427-9931（学事課） Fax 079-427-9771 E-mail  21jayte＠hyogo-dai.ac.jp 

詳細：日本養護教諭教育学会公式ホームページ（ http://www.yogokyoyu-kyoiku-gakkai.jp/ ）


