
回 年度  月　　日  会　場 参加数  講　　　演  研　究　発　表

H 18  ７ 月27日(木） 北海道大學情報教育館 59  講師 １  発表者

       28日(金）  小林　正子  佐々木啓子

   （国立保健医療科学院生涯保健部行動科学室長）    （北海道厚岸潮見高等学校）

 「身体測定値を活用した健康管理～発育を知れば体も心も見える～」  「ネットワークを活用した教育実践 ～性教育･総合学習の取り組みから～」 

    　

 講師 ２  助言者

 石黒　信久  田中　宏之 

   （北海道大学病院感染制御部副部長）    （北海道教育庁生涯学習部学校教育局医療参事(特別支援教育)）

 「振興・再興感染症に関する最近の話題」

    

 情報提供

 田中　宏之

 「特別支援教育を進めるための道教委の取組」

H 19  ７ 月30日(月） 北海道札幌北高等学校彩風館 93  講師 １  発表者

       31日(火）  高橋　浩之  中村　のぞみ

   （千葉大学教育学部教授）    （北海道苫小牧総合経済高等学校)

 「養護教諭について考える ～健康教育･ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを軸とした活動を～」  「女子高校生によるエイズ予防啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成

　     ～苫小牧保健所 HIV/AIDS予防啓発事業への参加」

 講師 ２

 傳田　健三  助言者

   （北海道大学大学院医学研究科精神医学分野准教授） 　    高橋　恭子

 「思春期のうつ病 ～その心に何が起こっているのか？～」　　    （札幌市保健所保健管理課 結核･感染症担当課長） 

    

 情報提供

 高橋　恭子     

   （札幌市保健所保健管理課 結核･感染症担当課長） 

 「札幌市におけるエイズの現状」

H 20  ７ 月28日(月) 北海道札幌北高等学校彩風館 117  講師 １  発表者

   　  29日(火) 　松本　俊彦 　 　  山崎　由理 

   （国立精神･神経センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター 自殺実態分析室長）    （北海道室蘭栄高等学校) 

　「『故意に自分の健康を害する』 症候群～自傷行為の理解と援助～」  「感染症の予防および発生時の対応について～麻しん発生の対応と課題～」 

  

 講師 ２  実践交流 

 岡田　加奈子  佐藤　恵子 

   （千葉大学教育学部 養護教諭養成過程准教授） 　    （北海道千歳北陽高等学校)　　　　 

  「養護教諭の専門性と実践研究」    「『性の健康教育』 ～ ｶﾌｪﾃﾘｱ式を取り入れて～」　　 

 情報提供  助言者 

 渡邉　祐美子 　渡邉　祐美子 

   （北海道教育庁学校教育局学校安全･教育課健康教育グループ指導主事） 　    （北海道教育庁学校教育局学校安全･教育課 健康教育グループ指導主事）　 

  「養護教諭をめぐる学校保健情報等について」 　 

H 21  ７ 月27日(月) 北海道札幌北高等学校彩風館 92  講師 １  発表者
       28日(火)  山口　　亮 　 　  八巻　真弓 

   （北海道保健福祉部保健医療局健康安全室医療参事兼保健福祉部子ども未来推進局医療参事）　（北海道旭川東高等学校) 
 渡邉　祐美子  野口　直美
   （北海道教育庁学校教育局学校安全･教育課健康教育グループ指導主事） 　 　（北海道旭川東栄高等学校）
 堀米　洋美  「高校生の生活習慣を作る健康意識へのアプローチ」 
   （北海道東川高等学校 養護教諭）   
 「新型インフルエンザの現状と今後の対策について」  助言者 

 池下　美由紀

24  講師 ２    （北海道立教育研究所研究・相談部相談担当研究研修主事） 　 
 佐々木　聡 
   （北海道大学病院小児科講師 医学博士） 　
 「思春期と腎臓病～なぜ尿をしらべるのか？」

 情報提供
 池下　美由紀
　（北海道立教育研究所研究・相談部相談担当研究研修主事） 　 
 「道研から見た高校生の悩みとその対応」

H22  ７ 月26日(月) 北海道札幌北高等学校彩風館 90  講師 １  発表者
       27日(火) 蘆田　知史  森平　裕子 

   （札幌東徳洲会病院 IBDセンター長） 　（北海道札幌西高等学校) 
  「若年に多い炎症性腸疾患（IBD）の基礎知識について」  小松　繁美
　 　（北海道札幌稲北高等学校）
 講師 ２   「高校生の『ケータイ』を考える                                                                                              

 池谷　裕二        -石狩管 内の高校生および教員の携帯電話に関するアンケート調査結果をもとに- 」

25    （東京大学大学院薬学系研究科 准教授） 　
  「脳から見た教育」  助言者 

 清澤　智克
 情報提供 　（北海道教育庁学校教育局参事（生徒指導・学校安全）生徒指導・学校安全グループ主幹） 　 
 清澤　智克
　（北海道教育庁学校教育局参事（生徒指導・学校安全）生徒指導･学校安全グループ主幹） 　 

　 

H23  ７ 月25日(月) 北海道札幌北高等学校彩風館 95  講師 １  発表者
       26日(火) 　武藤　芳照  宇都宮　幸子 

   （東京大学教授（政策ビジョン研究センター） 　（北海道南茅部高等学校) 
  「からだを育む　～運動器と運動を大切に～」  扇田　啓子

　（北海道上磯高等学校）
 講師 ２   「養護教諭が発信する予防的・開発的教育相談の実際～温かい人間関係づくりをめざして～」
 玉川　　進 

26    （独立行政法人国立病院機構旭川医療センター病理診断医長）　  助言者 
  「先生！大変です！救急車を呼びますか！！」  渡邉　祐美子

　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　主査） 　 
 情報提供
 渡邉　祐美子
　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　主査） 　 
　「学校保健に関する最新の情報等」

H24  ７ 月25日(水) 北海道札幌北高等学校彩風館 86  講師 １  発表者
       26日(木) 三上　謙一  加藤　博美

   （北海道教育大学保健管理センター　准教授） 　（北海道砂川高等学校) 
  「愛着から考える思春期のこころとその援助」  坂本　喜久

　（北海道赤平高等学校）
 講師 ２  武田　美樹
大平　善之 　（北海道滝川西高等学校）

27    （千葉大学医学部附属病院総合診療部　助教）　   「健康相談に生かすコーチング的視点からの探求
  「保健室での問診のコツ～高校生編～」 　　　　　　　　　　　　～生徒の夢や目標の実現に寄り添う対応をめざして～」　　　　　　　

 助言者 
 情報提供  渡邉　祐美子
 渡邉　祐美子 　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　主査） 　 
　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　主査） 　 
　「学校保健に関する最新の情報等」
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H25  ７ 月25日(木) 北海道札幌北高等学校彩風館 76  講師 １  発表者

       26日(金) 村田　保博 十川　光穂

   （耳鼻咽喉科麻生北見病院　医学博士） 　（北海道浜頓別高等学校) 

  「学校保健とめまい・難聴」 「学校としての健康課題と養護教諭の役割について」

 助言者 

 講師 ２  島瀬　史子

入澤　　充 　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

28    （国士舘大学法学部　教授）　

  「学校事故と養護教諭の職務上の法的責任」

 情報提供

 島瀬　史子

　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

　「学校保健に関する最新の情報等」

H26  ７ 月24日(木) 北海道札幌北高等学校彩風館 65  講師 １  発表者

       25日(金) 河合　健彦 塩田　真弓

   （特定医療法人群馬会群馬病院　診療部長） 　（北海道佐呂間高等学校) 

  「子どもの発達と学校教育現場」 本田　妙子

　（北海道北見北斗高等学校）

 講師 ２ 古瀨　あかり

三村　由香里 　（北海道滝上高等学校）

29    （岡山大学大学院教育学研究科発達支援学系（養護教育）教授）　 木戸　菜見子

  「事例から考える、養護教諭のフィジカルアセスメント」 　（北海道斜里高等学校) 

「コミュニケーション能力の育成に向けた養護教諭の取組み」

 情報提供  助言者 

 島瀬　史子  島瀬　史子

　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

　「学校保健の課題とその対応」

H27  ７ 月27日(月) センチュリーロイヤルホテル 83  講師 １  発表者

       28日(火) 北垣　邦彦 葛西　薫

   （東京薬科大学薬学部　教授　） 　（北海道小樽桜陽高等学校) 

  「学校保健の推進に向けた養護教諭への期待」 「生徒ひとりひとりを理解するために」

 助言者 

 講師 ２  島瀬　史子

荊尾　玲子 　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

30    （島根県安来市立母里小学校　前校長）　

  「組織的に機能する保健室経営」

 情報提供

 島瀬　史子

　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

　「学校保健の課題とその対応」

H28  ７ 月25日(月) 北海道札幌北高等学校彩風館 83  講師 １  発表者

       26日(火) 越智　さと子 佐々木　真夕

   （札幌医科大学医学部脳神経外科　） 　（北海道根室高等学校) 

　　　札幌医科大学脳機能センター共催 小向　ゆみ子

  「思春期のてんかん；診断と治療＝生活上の留意点、周囲のかかわり方＝」 　（北海道根室西高等学校) 

「地域とともに取り組む保健指導

 講師 ２ 　　　　～明日の根室を支えていく生徒の育成を目指して～」

杉山　文野  助言者 

31    （渋谷区男女平等・多様性社会推進会議委員　  島瀬　史子

　　特定非営利活動法人　東京レインボープライド代表理事） 　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　主査） 　 

  「性の多様性の理解と学校における対応」

 情報提供

島瀬　史子

　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　主査） 　 

　「学校保健の課題とその対応」

H29  ７ 月27日(木) 北海道札幌北高等学校彩風館 83  講師 １  発表者

       28日(金) 森本　稀哲 宇野　芙美

   （元プロ野球選手（元日本ハムファイターズ）） 　（北海道天塩高等学校) 

  「全力疾走　～どこにでもチャンスは転がっている～」 「小規模校の養護教諭奮闘記

　　　　～保健室の日常と校内連携～」

 講師 ２ 

齊藤　卓弥  助言者 

32    （北海道大学大学院　医学研究院　児童思春期精神医学分野　特任教授）　 篠原　弥智

  「ニューロサイエンスから発達障害はどうみえるか」 　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

 情報提供

篠原　弥智

　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

　「学校保健の課題とその対応」

H30  ７ 月26日(木) 北海道札幌北高等学校彩風館 87  講師 １  発表者

       27日(金) 高橋　義男 鈴木　祥子

   （とまこまい脳神経外科小児脳神経外科部長　岩見沢脳神経外科） 　（北海道釧路北陽高等学校) 

  「今の時代の養護教諭の位置づけと対応と方向性-単なる頭部打撲、頭部外傷としない・・・ 「チェックシートで検証!保健室での生徒対応

　　その背景と子どもの体質の変化、大事なのは診断より判断-」 　　　　～養護教諭が心身ともに健康で生徒と関わり続けるために～」

 講師 ２  助言者 

33 大野　裕 篠原　弥智

   （一般社団法人　認知行動療法研修開発センター　理事長）　 　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

  「こころの力を育てる10のヒント～認知行動療法に学ぶ～」

 情報提供 

篠原　弥智

　（北海道教育庁学校教育局健康・体育課学校保健・体育グループ　指導主事） 　 

　「学校保健の課題とその対応」






