
回 年度  月　　日  会　場 参加数  講　　　演  研　究　発　表

S 60  1 月10日（金） 札幌北高等学校 60  講師 １  発表者

 及川　清  平林　崇子

 （北海道大学教授　医学博士）  （北海道札幌開成高等学校）

 「子どもと両親　教師と生徒における相互作用」・・人間行動学から考える・・、  「保健室と生徒達」ーどこまでも追ってくる登校拒否Ｍ子との歩み」

 講師 ２  助言者

 ソニー企業株式会社  田崎　雅子

 「テーピングの効用について」  （北海道教育庁保健体育課指導主事）

S 61  ７ 月26日(土）  ﾎﾃﾙアカシヤ 65  講師 １  発表者

      27日(日）  青木　功喜  藤森　美智子

 医学博士 （北海道恵庭北高等学校）

 「学校保健上の今日的課題」ー高等学校の養護教諭に必要な眼の知識ー  「効果的な保健指導をめざしてー放送による全校一斎指導を実施してみてー」

 「救急法講習会」

 助言者

 講師 ２  吉澤　正伸

 関口　貞美  （北海道恵庭南高校教頭）

（北海道赤十字血液センター）

 「高校生の献血について」

S 62  ７ 月25日(土)  ﾎﾃﾙアカシヤ 58  講師 １  発表者

   　 26日(日)  国際ホテル  三浪　三千男  橋本　くるみ

 （北海道整形外科記念病院）  （北海道利尻高等学校）

 「高校生の外傷の診断と処置」 ースポーツ外傷を中心にしてー  「本校生徒の性意識とその指導のあり方について」

 講師 ２  助言者

 佐々木　健二  渡辺　宏子

 （日本赤十字社北海道支部）  （北海道教育庁保健体育課指導主事）

 「救急法講習会」

S 63  ７ 月28日(木)  札 幌 市 消 防 局 50  講師 １  発表者

      29日(金)  国際ホテル  金子　正光  大河原　茂美

 （札幌医科大学救急集中治療部部長）  （北海道幕別高等学校）

 「緊急時の処置と学校としての対応」  「養護教諭と教育相談」ー保健室での生徒とのかかわりの中からー

  

 講師 ２  助言者

 太田　耕平  渡辺　宏子

 （札幌太田病院院長）  （北海道教育庁保健体育課指導主事）

 「心身症の予防と治療」  武田　泰明

 （北海道開成高等学校教頭）

H1  ７ 月25日(火)  札幌市婦人文化ｾﾝﾀｰ 50  講師 １  発表者

      26日(水）   飯田　澄美子  木山　貞子

 （聖路加看護大学教授）  （北海道登別南高等学校）

 「心に問題を持つ生徒の対応」  「心を育てるための保健指導」 ー心に問題を持つ生徒の保健室で訴える身体症状ー

 田村　錦子

 講師 ２  （北海道札幌南陵高等学校）

 徳田　禎久  「次々と病名の変わるM子とのかかわり」

 （脳神経外科禎心会病院長）

 「頭部外傷と脊椎損傷の対応について」  助言者

 飯田　澄美子

 （聖路加看護大学教授）

 渡辺　宏子

  （北海道教育委員会スポーツ保健体育課指導主事） 

H2  ７ 月26日(木）  札幌市婦人文化ｾﾝﾀｰ 50  講師 １  発表者

      27日(金）  永瀬　純三  江上　恵子

 （東京都中野区立第４中学校長）  （北海道函館工業高等学校定時制課程）

 「教育相談の推進と養護教諭の役割」  「保健指導にマイコンを利用して」

 講師 ２  助言者

 八木　知徳  樫木　幸夫

 （手稲渓仁会病院整形外科部長）  （札幌篠路高等学校教諭）

 「スポーツ障害・外傷の処置と回復に向けてのケア」

H3  ７ 月25日(木）  ｱｰﾄﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 105  講師 １  発表者

      26日(金)  河野　美代子  藤野屋　まり子

 （河野産婦人科クリニック）  （北海道興部高等学校）

 「性と生を考える」  ｢本校における性教育の歩み」＝心豊かな生き方教育を目指して＝

 

 講師 ２  助言者

 田中　宣彦  田村　錦子

 （さっしん眼科医院）  （北海道教育庁スポーツ保健体育課指導主事）

 「高校生の眼の健康」

H4  ７ 月27日(月)  道東国際観光専門学校 60  講師 １  発表者

      28日(火）   森　昭三  西川　久子

 （筑波大学教授　体育科系)  （北海道旭川東高等学校）

 「養護教諭の今日的課題と今後」  ｢視察を終えて」

 講師 ２  助言者

 久保　義彦  田村　錦子

 （長野病院　精神科医師）  （北海道教育庁スポーツ保健体育課指導主事）

 「心身症について」

 情報交換

H  5  ７ 月26日(月)  ｱｰﾄﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 70  講師 １  発表者

      27日(火)  山本　直英  関　　澄恵

 (“人間と性”教育研究所所長)  (北海道富川高等学校)

 「エイズ時代の性教育を考える」   「保健授業に於けるエイズ教育

 助言者

 川村　道夫

  (北海道立教育研究所教育指導研究部　副部長)

 田村　錦子

  （北海道教育委員会スポーツ保健体育課指導主事） 

H  6  ７ 月28日(木）  ｱｰﾄﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 69  講師 １  発表者

      29日(金)  熊谷　福夫  工藤　米子

 （熊谷病院院長）  (北海道帯広三条高等学校)

 「西野式呼吸法ーすばらしき気の世界ー｣  「人間関係の回復と心の成長を願って」

 情報提供・協議  助言者

 事務局  田村　錦子

 ※調査報告   （北海道教育委員会スポーツ保健体育課指導主事） 

 「思春期の相談を考える ー 学校精神保健実態調査から ー」
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H  7  ７ 月25日(火)  かでる2･7 75  講師 １  発表者

 　　 26日(水)  富田　富士也  堀米　洋美

 （ﾌﾚﾝﾄﾞｽﾍﾟｰｽ代表）  （北海道旭川凌雲高等学校）

 「子どもたちの暗号」　‐登校・就職拒否する心の叫び‐  「ｴｲｽﾞ教育性教育の校内組織活動」

 講師 ２  助言者

 金子　正光  田中　宏之

 （札幌医科大学教授）   （北海道保健環境部保健予防課主任技師・北海道千歳保健所所長）

 「救急医療の現状について」‐10代～20代に見られる症例 -  佐藤　菜子

   （北海道教育庁生涯学習部 スポーツ保健体育課指導主事） 

H  8  ７ 月25日(木)  北方圏センター 85  講師 １  発表者

   　 26 日(金)  榊　　　隆  門崎　千代

 （サカキ歯科医院理事長・歯学博士）  （北海道札幌拓北高等学校）

 「新しい歯・口腔の健康診断について 」  「平成７年度健康診断実施に於ける一考察」

 講師 ２  助言者

 杉浦　守邦  佐藤　菜子

 （山形大学名誉教授・医学博士）  （北海道教育庁生涯学習部

 「救急処置のﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙとその対策」 　 スポーツ保健体育課指導主事） 

H  9  ７ 月28日(月)  ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ札幌 89  講師 １  発表者

      29日(火)    　　　  山岡　　博  石川　康子

  （山岡医院(胃腸科・肛門科）院長）  (北海道熊石高等学校）

 「ちょっと気になる大腸と痔のはなし」  吉田　美和

 (北海道大成高等学校）

 講師 ２  「望ましい食生活について考える」～保健室における個別指導～

 村瀬　幸浩

 （一橋大学・津田塾大学講師）  助言者

 「青年の現在と未来に生きる性教育」  佐藤　菜子

 （北海道教育庁生涯学習部 スポーツ保健体育課指導主事） 

 庄内　恵

 （札幌健康づくり事業団栄養主幹）

H 10  ７ 月27日(月)  すみれﾎﾃﾙ 61  講師 １  発表者

 　 　28日(火)  藤井　美穂  山本　裕子

 （札幌医科大学産婦人科講師・北海道立衛生学院講師）  （北海道滝川西高等学校）

 「思春期のからだと外来の実状」  「生徒の心に寄り添う健康相談活動にあり方について」

 講師 ２  助言者

 菅原　　誠  佐藤　菜子

 （松田整形外科病院院長）  （北海道教育庁生涯学習部 スポーツ保健体育課指導主事） 

 「スーポツ外傷と障害について」

H 11  ７ 月26日(月)  北海道大学百念記念会館 57  講師 １  発表者

      27日(火)   新冨　芳尚  渡邉　祐美子

 （蘇春堂形成外科病院院長）  （北海道遠軽高等学校）

 「形成外科と美容外科」ー病気でない病気ー  「夜間定時制高校に通学する生徒の実態と養護教諭の執務のあり方について」

 講師 ２  助言者

 青木　　紀  吉澤　正伸

 （北海道大学教育学部教授） （北海道恵庭北高等学校教頭）

 「アメリカにおける『10代の妊娠』をめぐって」ー その意味するものの検討 ー

H 12  ７ 月27日(木)  協栄生命札幌ﾋﾞﾙ 55  講師 １  発表者

      28日(金）  町屋　仁躬   十川　光穂

 (町屋矯正歯科診療所院長)  （北海道枝幸高等学校）

 「歯科矯正治療について」  「小規模校における相談活動の活動の現状と課題」

 講師 ２  助言者

 近藤　真庸  坂口　由美子

 (岐阜大学地域科学部助教授)  (北海道教育庁生涯学習部スポーツ保健体育課指導主事）

 「教育実践者としての養護教諭～これまでとこれから～ 」

 情報提供

 坂口　由美子

 (北海道教育庁生涯学習部スポーツ保健体育課指導主事）

H 13  ７ 月26日(木)  札幌市教育文化会館 78  講師 １  発表者

 　　27日(金）  澤口　俊之   奥田　あけみ

 （北海道大学医学研究科教授）  (北星余市高等学校)

 「脳をいかに育てるか」  「学級活動を通しての不登校・不適応経験の生徒との関わりについて」

 講師 ２  助言者

 西川　武志  坂口　由美子

 (北海道教育大学札幌校助教授)  (北海道教育庁生涯学習部スポーツ保健体育課指導主事）

 「STDと皮膚疾患｝

 情報提供

 坂口　由美子

 (北海道教育庁生涯学習部スポーツ保健体育課指導主事）

H 14  ７ 月29日(月)  札幌市民会館 71  講師 １  発表者

      30日(火）   高橋　　豊   神谷　典江

 （幌南病院小児科主任医長）   (北海道夕張高等学校）

 「免疫とアレルギーについて」  「救急処置について」

 講師 ２ 助言者

 森田　光子  森田　光子

 （前千葉大学大学院非常勤講師）  (前千葉大学大学院非常勤講師)

 「健康相談活動の新たな展開に向けて～役割期待と養護教諭の選択～ 」

 学習会

 森田　光子

 (前千葉大学大学院非常勤講師)

H 14  ７ 月29日(月)  札幌市民会館 75  講師 １  発表者

      30日(火）  田村　　誠   高村美有紀

 (日本大学文理学部教授)  (北海道 留萌高等学校)

 「学校健康教育と養護教諭の役割」   「生徒に考えてもらいたい性と生について」 ～赤ちゃんふれあい体験を通して～

 

 講師 ２ 助言者

 森若　文雄  坂口　由美子

 （北海道医療大学心理科学部教授)  (北海道教育庁生涯学習部スポーツ保健体育課指導主事）

 「小児・思春期の頭痛」

 情報提供

 坂口　由美子

 (北海道教育庁生涯学習部スポーツ保健体育課指導主事）
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H17 7月28日(木） 北海道大学学術交流会館 82  講師 １  発表者

　　29日（金） 藤田　和也 川端　朱美

 (一橋大学大学院教授)  (北海道天塩高等学校)

 「これからの養護教諭をみすえる」～開拓してきた実践の地平に立って～   「望ましい性教育を目指して」

  ～学校間の連携を通して～

 講師 ２

 松野　智子 助言者

 (十文字学園女子大学特別任用講師)  秋野　恵美子

 「養護教諭に望みたいこと」  (思春期保健相談士・医師)

講話

 秋野　恵美子

(思春期保健相談士・医師)

「定着する性教育をめざして」
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