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企画・一般発表プログラム
 11 月 19 日 （土）
【学会長講演】 11 月 19 日（土） 9：30～10：20 Ａ会場（大学会館 2F 講堂）
「青少年危険行動研究の成果と課題」
演者：野津 有司（筑波大学）
座長：面澤 和子（弘前大学名誉教授）
【特別講演】11 月 19 日（土） 10：30～11：30 Ａ会場（大学会館 2F 講堂）
「チーム学校における学校保健学への期待－学校心理学の視点から－」
演者：石隈 利紀（東京成徳大学，筑波大学名誉教授）
座長：野津 有司（筑波大学）
【理事長挨拶（名誉会員推戴式等を含む）】 11 月 19 日（土） 11：35～12：15 Ａ会場（大学会館 2F 講堂）
【ランチョンセミナー①】 11 月 19 日（土） 12：30～13：30 5C407（体育芸術エリア 5C 棟 4F）
「ヨーグルトと健康～プロバイオティクスとしての乳酸菌の可能性～」
演者：梁原 智晶（株式会社明治食品開発研究所 発酵乳開発研究部
プロバイオ学術支援グループ 管理栄養士）
座長：近藤 卓（山陽学園大学）
協賛：株式会社明治
【ランチョンセミナー②】 11 月 19 日（土） 12：30～13：30 5C416（体育芸術エリア 5C 棟 4F）
「学校保健の新分野『足教育』～鼻緒文化のなごりと未成熟な靴文化～」
演者：吉村 眞由美（早稲田大学）
座長：久保 鉄男（JES 日本教育シューズ協議会）
協賛：JES 日本教育シューズ協議会
【ランチョンセミナー③】 11 月 19 日（土） 12：30～13：30 5C506（体育芸術エリア 5C 棟 5F）
「高周波電磁界の健康リスク評価 －WHO の国際電磁界プロジェクトを中心にして－」
演者：大久保 千代次（一般財団法人電気安全環境研究所）
座長：衞藤 隆（東京大学名誉教授）
協賛：一般財団法人電気安全環境研究所 電磁界情報センター
【教育講演①】 11 月 19 日（土） 14：00～14：50 Ａ会場（大学会館 2F 講堂）
「平成 28 年度から始まる学校健康診断 －そのねらいと展開－」
演者：村田 光範（和洋女子大学，東京女子医科大学名誉教授）
座長：古池 雄治（茨城大学）
【学会賞・学会奨励賞受賞講演】 11 月 19 日（土） 14：00～14：50 Ｃ会場（大学会館 3F 国際会議室）
座長：面澤 和子（弘前大学名誉教授）
学会賞「養護教諭の仕事関連ストレッサーと抑うつとの関連」
演者：中澤 理恵（東京都立武蔵野北高等学校）
学会奨励賞「養護教諭の専門職的自律性尺度の開発の試み」
演者：籠谷 恵（東海大学）
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【教育講演②】 11 月 19 日（土） 15：00～15：50 Ａ会場（大学会館 2F 講堂）
「心豊かにたくましく生き抜く力をはぐくむ学校での安全教育
－我が国の学校安全の課題と学校安全行政の動向を踏まえて－」
演者：戸田 芳雄（東京女子体育大学）
座長：白石 龍生（大阪教育大学）
【シンポジウム①】 11 月 19 日（土） 15：00～17：00 Ｂ会場（大学会館 3F ホール）
「保健学習におけるアクティブ・ラーニングとカリキュラム・マネジメントの充実」
座長：植田 誠治（聖心女子大学）
渡部 基（北海道教育大学）
基調講演：
「保健学習はアクティブ・ラーニングとカリキュラム・マネジメントの考え方に基づいて，
どう充実できるか」
森 良一（スポーツ庁）
シンポジスト：
「保健学習におけるアクティブ・ラーニングの考え方
－カリキュラム・マネジメントに触れつつ－」
今村 修（東海大学）
「教師のアイディアと工夫がアクティブ・ラーニングを創る
－今後も，生徒の印象に残る保健の授業を目指して－」
谷口 実（茨城県立江戸崎総合高等学校）
「保健の学習におけるアクティブ・ラーニングとカリキュラム・マネジメント
－その課題と今後の方策を考える－」
今関 豊一（国立教育政策研究所）
【教育講演③】 11 月 19 日（土） 16：00～16：50 Ａ会場（大学会館 2F 講堂）
「いのちの教育と自尊感情 －心的外傷後成長(PTG)を支えるもの－」
演者：近藤 卓（山陽学園大学）
座長：渡邊 恭子（石岡市立八郷中学校）
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【一般発表（口演）】
Ｃ会場（大学会館 3F 国際会議室）
「健康管理，疾病予防①」 11 月 19 日（土）15：00～15：24
座長：佐藤 祐造（愛知みずほ大学）
O-19pＣ01

登園日と休日における幼稚園児の生活習慣と身体活動の特徴
○青栁 直子（茨城大学教育学部）

O-19pＣ02

中学生における睡眠-覚醒リズムの乱れが自律神経系の調節機能に及ぼす影響
○宮井 信行（和歌山県立医科大学保健看護学研究科）

「健康管理，疾病予防②」 11 月 19 日（土） 15：30～15：54
座長：大津 一義（日本ウエルネススポーツ大学）
O-19pＣ03

健康的生活習慣の形成，改善等に関する中学生の意識・態度
○近田 茜（兵庫教育大学大学院学校教育研究科教育内容・方法開発専攻行動開発系
教育コース）

O-19pＣ04

大学生の体組成と生活習慣に関する検討
○森田 美紀（東大阪大学保健センター保健室）

「健康管理，疾病予防③」 11 月 19 日（土） 16：00～16：24
座長：森岡 郁晴（和歌山県立医科大学）
O-19pＣ05

高校生における２４時間血圧変動値の検討と学校生活指導への応用
○増井 名菜（学校法人明星学園浦和学院高等学校健康科学センター）

O-19pＣ06

女子高校生のストレス関連要因と摂食障害傾向の検討
○松岡 珠実（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

Ｅ会場（体育芸術エリア 5C 棟 2F 5C213）
「食，食育①」 11 月 19 日（土） 14：00～14：24
座長：衛藤 久美（女子栄養大学）
O-19pＥ01

小学校 5 年生と中学校 2 年生における家庭での“食事の楽しさ”とその要因
－愛知県 N 中学校区での縦断的研究－
○安達 内美子（名古屋学芸大学管理栄養学部）

O-19pＥ02

中学 2 年生における共食頻度および家庭の食事の楽しさと QOL の関連
○坂本 達昭（仁愛大学人間生活学部健康栄養学科）
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「食，食育②」 11 月 19 日（土） 14：30～14：54
座長：春木 敏（大阪市立大学）
O-19pＥ03

中学生における食生活改善への準備性からみた変容ステージ別の食生活習慣，栄養知識
及びセルフエスティームの特徴
○岡田 さや花（園田学園女子大学人間健康学部食物栄養学科）

O-19pＥ04

中学生における食生活習慣と栄養知識及びセルフエスティームの関連
○廣谷 楓（園田学園女子大学人間健康学部食物栄養学科）

「食，食育③」 11 月 19 日（土） 15：00～15：36
座長：麻見 直美（筑波大学）
O-19pＥ05

学童の食生活習慣とその関連要因に関する実態調査研究
○鴫原 美智子（仙台市立蒲町小学校）

O-19pＥ06

タブレットを使用した高校生の食事の実態把握
○竹田 美保（学校法人明星学園浦和学院高等学校健康科学センター）

O-19pＥ07

食物アレルギーを持つ患児および保護者への食育活動
－成長期に必要な栄養素に対する関心増大へのアプローチ－
○藤木 理代（名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄学科）

「ヘルスプロモーション①」 11 月 19 日（土） 15：45～16：09
座長：岩井 浩一（茨城県立医療大学）
O-19pE08

O-19pE09

生活習慣が高校生の睡眠と日中機能へ与える影響の包括的な検討
○志村 哲祥（東京医科大学精神医学分野・睡眠学講座）
朝型夜型傾向や生活習慣と睡眠の問題が成績に影響するメカニズムの検討
○野村 亮太（東京大学大学院教育学研究科，東京理科大学工学研究科）

「ヘルスプロモーション②」 11 月 19 日（土） 16：15～16：51
座長：青栁 直子（茨城大学）
O-19pE10

都内の通信制高校における欠席行動のリスクファクターとしての睡眠
○志村 哲祥（東京医科大学精神医学分野・睡眠学講座，KTC 中央高等学院）

O-19pE11

都内の通信制高校における睡眠を対象とした生活指導によるアブセンティズムの改善
○志村 哲祥（東京医科大学精神医学分野・睡眠学講座，KTC 中央高等学院）

O-19pE12

環境が思春期生徒の睡眠習慣に及ぼす影響について
○櫻井 芽久美（東京大学大学院教育学研究科）
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Ｆ会場（体育芸術エリア 5C 棟 2F 5C216）
「ライフスキル①」 11 月 19 日（土） 14：00～14：24
座長：上地 勝（茨城大学）
O-19pＦ01

小学生における遊びの実施状況とライフスキルとの関連
○山田 浩平（愛知教育大学教育学部）

O-19pＦ02

小学生の生きる力と歯と口の健康習慣との関連 第４報
○近森 けいこ（名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科）

「ライフスキル②」 11 月 19 日（土） 14：30～14：54
座長：家田 重晴（中京大学）
O-19pＦ03

児童生徒の学年・学校段階に応じたソーシャルスキルと学校適応との関連性
○新川 広樹（北海道医療大学大学院心理科学研究科）

O-19pＦ04

高校生のソーシャルスキルと認知的再評価が精神的健康度に及ぼす影響
○富家 直明（北海道医療大学心理科学部）

「養護教諭，保健室①」 11 月 19 日（土） 15：00～15：24
座長：後藤 ひとみ（愛知教育大学）
O-19pＦ05

安心感の基地としての保健室と養護教諭の役割
○田中 美千子（東京都立駒場高等学校）

O-19pＦ06

組織論にもとづく養護教諭の学校保健活動推進要因 －養護教諭の能力を中心に－
○窪田 美也子（つくば市立手代木中学校）

「養護教諭，保健室②」 11 月 19 日（土） 15：30～15：54
座長：斉藤 ふくみ（茨城大学）
O-19pＦ07

養護教諭の観点を活かした生徒支援体制のデザイン
○平田 綾子（横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校）

O-19pＦ08

子どものおしゃれ障害に対する養護教諭の意識に関する研究
○田食 隆子（相愛大学）

「養護教諭，保健室③」 11 月 19 日（土） 16：00～16：24
座長：林 典子（東海学園大学）
O-19pＦ09

運動器検診における，家庭への事前調査票と教諭による事前観察の相乗効果
○遠藤 邦子（郡山ザベリオ学園）

O-19pＦ10

中高生の心身の健康状態と発育グラフとの関連性の検討 －保健指導への活用をめざして－
○宮崎 恵美（東洋英和女学院中学部）
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「学校保健組織活動，関係職員①」 11 月 19 日（土） 16：30～16：54
座長：廣原 紀恵（茨城大学）
O-19pＦ11

学校が健康課題の解決のために行う連携と影響を与える要因について
○松田 朋生（千葉大学大学院教育学研究科学校教育科学専攻）

O-19pＦ12

養護教諭による教職員の健康意識の向上に向けた取り組みについて
－保健通信の発行を中心とした意識変容に着目して－
○金谷 香子（青森県立尾上総合高等学校）

Ｇ会場（体育芸術エリア 5C 棟 3F 5C316）
「メンタルヘルス①」 11 月 19 日（土） 14：00～14：36
座長：鈴江 毅（静岡大学）
O-19pＧ01

高校生のスクール・エンゲージメント尺度の開発
○山岸 鮎実（東京学芸大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

O-19pＧ02

大学生が不適応を起こす内的要因について
○竹端 佑介（大阪国際大学人間科学部人間健康科学科）

O-19pＧ03

大学生の無気力感の実態と生活行動がおよぼす影響
○山川 希望（茨城大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

「メンタルヘルス②」 11 月 19 日（土） 14：45～15：21
座長：武田

文（筑波大学）

O-19pＧ04

大学生の共同体感覚が対人ストレス過程に及ぼす影響
○小林 晶子（東京学芸大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

O-19pＧ05

学校へのメンタルヘルスリテラシー教育導入に向けた教員向け教育プログラムの開発
○小塩 靖崇（東京大学大学院教育学研究科身体教育学コース）

O-19pＧ06

タブレット端末を活用した思春期児童生徒の精神不調スクリーニングの試み
－保健室での模擬実施で得られた評価の報告－
○北川 裕子（東京大学大学院教育学研究科，日本学術振興会特別研究員（DC））

「メンタルヘルス③」 11 月 19 日（土） 15：30～15：54
座長：門田 新一郎（岡山大学名誉教授）
O-19pＧ07

メンタルヘルスの悪化した教師への養護教諭の対応
○黒岩 初美（桐生大学医療保健学部看護学科）

O-19pＧ08

ストレスチェック制度導入に対する養護教諭の認識
○森 慶輔（足利工業大学教職課程センター）
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「安全，危機管理①」 11 月 19 日（土） 16：00～16：24
座長：数見 隆生（東北福祉大学）
O-19pＧ09

昼間定時制 A 高等学校におけるプレ防災訓練の実施評価
－災害時アクションカードの導入と生徒役ぬいぐるみの救出訓練－
○河井 寿恵（愛知教育大学大学院教育学研究科養護教育専攻養護教育学領域）

O-19pＧ10

学校管理下のスキー活動における重大事故の実態と事故防止策の検討
○内田 良（名古屋大学大学院教育発達科学研究科）

「安全，危機管理②」 11 月 19 日（土） 16：30～16：54
座長：遠藤 伸子（女子栄養大学）
O-19pＧ11

学校における心肺蘇生教育の現状と課題
○吉田 智子（関西創価中学校・高等学校）

O-19pＧ12

学校における生徒のアナフィラキシーショックを想定した問題解決型実践的救急救命
シミュレーション研修
○五十嵐 恵子（学校法人明星学園浦和学院高等学校健康科学センター）

Ｈ会場（体育芸術エリア 5C 棟 3F 5C 317）
「原理，歴史，制度①」 11 月 19 日（土） 14：00～14：24
座長：瀧澤 利行（茨城大学）
O-19pＨ01

学校保健の組織活動史研究（４）－明治期京都における都市衛生としての学校衛生－
○高橋 裕子（愛知教育大学）

O-19pＨ02

戦後，港区高輪台小学校における千葉たつの健康教育実践の様相
○有間 梨絵（東京大学大学院教育学研究科）

「原理，歴史，制度②」 11 月 19 日（土） 14：30～14：54
座長：高橋 裕子（愛知教育大学）
O-19pＨ03

戦後改革期における養護教諭の動向に関する一考察
○鈴木 裕子（国士舘大学文学部）

O-19pＨ04

養護教諭特別別科生の小規模小学校参観からの学び
○河田 史宝（金沢大学）
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「原理，歴史，制度③」 11 月 19 日（土） 15：00～15：24
座長：野村 良和（名古屋学院大学）
O-19pＨ05

教師の倫理（案）に第 13 条 教師の実践指導基準を設けて省察する
○鎌田 尚子（足利工業大学看護学部看護学科）

O-19pＨ06

当事者を対象とした色覚にかかわるアンケート調査について
○高柳 泰世（本郷眼科・神経内科，藤田保健衛生大学医学部公衆衛生学）

「発育，発達①」 11 月 19 日（土） 15：30～15：54
座長：西嶋 尚彦（筑波大学）
O-19pＨ07

仙台市の小学 6 年生における体格，肥満傾向児の出現率の推移について
（平成 18 年度～平成 27 年度）
○黒川 修行（宮城教育大学教育学部保健体育講座）

O-19pＨ08

初経年齢と血管年齢
○藤原 寛（京都府立医科大学発達医学教室）

「発育，発達②」 11 月 19 日（土） 16：00～16：24
座長：黒川 修行（宮城教育大学）
O-19pＨ09

低線量放射線環境下におかれた子どもたちの発育発達に関する 5 年間の調査と取組（1）:
子どもの発育発達を見守る取組
○菊池 信太郎（医療法人仁寿会菊池記念こども保健医学研究所）

O-19pＨ10

低線量放射線環境下におかれた子どもたちの発育発達に関する 5 年間の調査と取組（2）:
郡山の子どもたちの体格について
○高橋 千春（医療法人仁寿会菊池記念こども保健医学研究所）

「発育，発達③」 11 月 19 日（土） 16：30～16：54
座長：大澤 清二（大妻女子大学）
O-19pＨ11

低線量放射線環境下におかれた子どもたちの発育発達に関する 5 年間の調査と取組（3）:
郡山の子どもたちの体力・運動能力
○岸本 あすか（医療法人仁寿会菊池記念こども保健医学研究所）

O-19pＨ12

低線量放射線環境下におかれた子どもたちの発育発達に関する 5 年間の調査と取組（4）:
郡山の子どもたちの生活習慣について
○長野 康平（山梨大学教育学部）
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【一般発表（ポスター）】
ポスター討論時間

14：00～14：45（演題番号 奇数），14：45～15：30（演題番号 偶数）

Ｄ会場（大学会館 2F 多目的ホール）
「健康管理，疾病予防①」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ01

生活習慣と体組成との関連 ：小学生を対象として横断調査より
○中村 晴信（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

P-19Ｄ02

小学校児童における骨評価測定値と生活習慣との関連性の調査研究
○初鹿 静江（聖徳大学）

P-19Ｄ03

小学校高学年の児童を対象にした運動器検診の縦断的評価
○大高 麻衣子（秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻）

P-19Ｄ04

女子学生の生活の満足度要因と自覚症の訴え数との関わり
○新沼 正子（安田女子大学教育学部）

P-19Ｄ05

女子大学生の月経状況と月経意識 －スポーツ系学生と栄養学系学生の比較－
○満武 華代（至学館大学健康科学部）

P-19Ｄ06

女子学生の躁うつ傾向と自覚症の訴え数との関わり
○平松 恵子（びわこ学院大学）

P-19Ｄ07

女子学生における眼の不快症状とコンタクトレンズの取り扱い状況との関連について
○西村 春花（京都女子大学家政学部生活福祉学科）

P-19Ｄ08

女子学生の朝型・夜型傾向の生活リズムに関わる，生活（要因）について
○山崎 潤子（姫路大学）

P-19Ｄ09

注意制御能力および生活習慣が PMDD に及ぼす影響
○大村 安寿弥（名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科）

P-19Ｄ10

アトピー性皮膚炎のある大学生の疾病受容プロセスに関する質的研究
○根岸 麻衣 （東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程養護教育専攻）

P-19Ｄ11

注意制御の促進による生活習慣の安定性が月経前不快気分障害に及ぼす影響
○高須 真理子（愛知県立長久手高等学校）

「喫煙，飲酒，薬物乱用」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ12

喫煙防止教育による児童生徒の知識・意識・態度の変化
○奥田 紀久子（徳島大学大学院医歯薬学研究部）

P-19Ｄ13

大学生における生活習慣と活力に及ぼす喫煙の影響
○大益 史弘（山形県立米沢栄養大学健康栄養学部健康栄養学科）

P-19Ｄ14

大学生のアルコール乱用行動，依存傾向および健康状態の関連の分析
○和田 洋人（青山学院大学）

― 34 ―

つくば）

プログラム
日（土）

学校保健研究 Vol.58 Suppl. 2016 （一般社団法人日本学校保健学会第 63 回学術大会 平成 28 年 11 月

19

「性，エイズ」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ15

性別にみた性教育内容の理解に関する研究
○赤井 由紀子（摂南大学看護学部看護学科）

P-19Ｄ16

思春期の知的障がい児に対する性教育の実態および教員の意識
○内藤 美穂 （埼玉大学大学院教育学研究科学校教育専攻）

P-19Ｄ17

若者を対象とした「分かち合い（シェアリング）」を含んだ性感染症予防教育の事例検討
○岡山 睦美（聖心女子大学大学院文学研究科人間科学専攻）

P-19Ｄ18

大学生が考える妊娠適齢期と将来のライフプランおよび性意識の実態調査
○内藤 紀代子（びわこ学院大学教育福祉学部子ども学科）

P-19Ｄ19

大学生における性同一性障害への受容傾向
○荒井 信成 （白鴎大学教育学部発達科学科）

「養護教諭，保健室①」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ20

背部中央へのタッチによる脳活動の変化
○森田 一三 （日本赤十字豊田看護大学看護学部）

P-19Ｄ21

てんかんをもつ児童生徒に対する養護教諭の支援方法
○北條 恵（下野市立細谷小学校）

P-19Ｄ22

背部中央へのタッチによる皮膚温の変化
○下村 淳子 （愛知学院大学心身科学部）

P-19Ｄ23

東日本大震災時に養護教諭が行った児童生徒への健康支援の実際と課題
～ナラティブ・アプローチを活用した事例から～
○伊丹 栞（東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程養護教育専攻）

P-19Ｄ24

小・中学生における傷病の表現行動と養護教諭の対応に関する予備的調査
○亀崎 路子 （杏林大学保健学部）

P-19Ｄ25

養護教諭の相談目的で来室する児童生徒のコミュニケーション特性について
○鎌田 奈歩美（京都女子大学家政学部生活福祉学科）

P-19Ｄ26

高校新卒で障害者職業能力開発校に入学した訓練生に対する保健室の看護支援
○鵜野 澄世 （淑徳大学看護栄養学部看護学科）

P-19Ｄ27

学校教育における充実した健康教育実践へのプロセス
～小学校校長へのインタビューをもとに～
○若杉 薫（川越市立大東西中学校）

P-19Ｄ28

男性であることが男性養護教諭の仕事に対する意識や体験にどのように現れるのか
○鈴木 春花 （東京学芸大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

P-19Ｄ29

中学校における養護教諭とスクールカウンセラーとの連携に関する研究
～養護教諭の連携の実態から考える連携推進の方策～
○上原 瑠莉（名桜大学学生部保健センター）

P-19Ｄ30

養護教諭がコーディネーターとしての役割を果たすために必要な要素について
－質問紙調査から－
○内田 清香 （茨城大学教育学部附属特別支援学校）
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「学校保健組織活動，関係職員」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ31

児童虐待対応における学校と関係機関の連携の現状と課題
～校外関係機関の職員への質問紙調査から～
○青柳 千春（高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科）

P-19Ｄ32

小学校における心の健康の教育実践 －学校全体のチームとして取り組むための工夫－
○太田 泰子（岡山大学大学院教育学研究科教育実践専攻(学生）)

「メンタルヘルス」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ33

自己と他者による評価ギャップの様式と社交不安との関連
○土井 彰子 （名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科）

P-19Ｄ34

完全主義に関するメタ認知的信念と精神的健康の関連
○伊與田 万実（名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科）

P-19Ｄ35

主観的幸福感に影響を及ぼすシャイネスの持続要因とその緩衝要因の検討
：自己愛的脆弱性と Detached Mindfulness の観点から
○那須野 由衣（藤枝市立藤枝小学校特別支援学級支援員）

P-19Ｄ36

基本的生活習慣がアレキシサイミア傾向の増悪要因と緩衝要因に及ぼす影響
○河井 ひとみ（藤枝市立広幡小学校）

P-19Ｄ37

小学校における学芸会が小学生のレジリエンスに与える影響
○原 郁水（愛知教育大学教育学研究科共同教科開発学専攻）

P-19Ｄ38

中学生の被受容感と身体症状の関連
○古川 照美（青森県立保健大学）

P-19Ｄ39

自傷行為のある中・高校生に対する養護教諭の支援プロセス
○松本 愛梨（埼玉大学大学院教育学研究科）

P-19Ｄ40

青年期における「笑い」とその関連要因の検討
○山内 加奈子（愛媛大学教育学部附属教育実践総合センター）

P-19Ｄ41

福島県の被災地の高校生における発達資産と健康
○笹原 和子（福島県緊急スクールカウンセラー）

P-19Ｄ42

女子大生における現在と理想の BMI の乖離と自尊感情，抑うつの関連性
○山澤 桃子（東京学芸大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

P-19Ｄ43

看護大学生の睡眠と精神健康度の関連
○松川 真葵（三重県立看護大学看護学部）

P-19Ｄ44

「だてマスク」は存在する －コミュニケーションスキル尺度および精神的健康診断
パターンとの関連性からみた検討－
○藤塚 千秋（熊本学園大学社会福祉学部ライフ・ウェルネス学科）

P-19Ｄ45

抜毛行動における機能様式の検討
○後藤 麻友（名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科）

P-19Ｄ46

関係づくりを主眼に置いた入学前教育プログラムの効果の検討
○中林 恭子（愛知みずほ大学人間科学部）
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「発育，発達」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ47

P-19Ｄ48

加速度センサーを用いた中学生の身体活動と睡眠との関連
○田中 良（日本体育大学大学院博士前期課程）
「ベジタリアンの発育に関する調査」
－ネパール連邦民主共和国の上・中位カーストを対象として－
○中西 純（国際武道大学体育学部体育学科）

「体力，体格」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ49

学童期小児の運動器（骨と筋肉）発達の現状と生活習慣因子の関係
○明渡 陽子（大妻女子大学家政学部食物学科）

P-19Ｄ50

女子学生における成長期の運動経験と獲得筋量との関連
－市販体組成計を用いた分析から－
○間瀬 知紀（京都女子大学発達教育学部児童学科）

P-19Ｄ51

中等教育期における下肢筋力の定量的評価に関する研究 －足趾力と運動技能の関連性－
○岡井 理香（神戸大学附属中等教育学校）

P-19Ｄ52

看護専門学校における体育の授業の意義に関する一考察
○西村 千尋（長崎県立大学経済学部地域政策学科）

「歯科保健」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ53

食育支援のための「食と咀しゃく」をテーマにした学校保健教育効果の評価に関する研究
その２ 理解度・記憶状況に関する評価
○福田 雅臣（日本歯科大学生命歯学部衛生学講座）

P-19Ｄ54

日本学校歯科保健・教育研究会 10 年間の活動報告
～笑顔と活力を生み出す学校歯科保健～
○足助 麻理（品川区立第四日野小学校）

「ヘルスプロモーション」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ55

高校生の情報機器使用と日常生活の現状
○内海 明美（元高校養護教諭）

P-19Ｄ56

女子大学生における感謝・自己実現態度・Sense of Coherence の関係性について
○藤谷 倫子（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

「安全，危機管理」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ57

小学校の学校給食時に発生した食物アレルギー事故一事例に関する検討
－学校における危機管理体制の構築と事故予防策の検証－
○丸山 幸恵（新潟大学大学院現代社会文化研究科）

P-19Ｄ58

学校体育における着衣水泳と水難事故の実態について
○宮脇 千惠美（平安女学院大学短期大学部）
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P-19Ｄ59

災害発生時における学校・保健室の危機管理・事業継続の課題と対策に関する研究（第１報）
○田村 裕子（山陽学園大学）

P-19Ｄ60

実習生が体験したヒヤリハット
○上野 奈初美（小田原短期大学保育学科）

P-19Ｄ61

災害発生時における学校・保健室の危機管理・事業継続の課題と対策に関する研究（第２報）
○渡邉 正樹（東京学芸大学）

P-19Ｄ62

女子学生の電車通学時における痴漢被害の現状と被害予防に関する検討
○竹内 仁里（京都女子大学家政学部生活福祉学科）

「疫学，保健統計」 11 月 19 日（土）
P-19Ｄ63

小学校の定期健康診断における視力値に関する検討
○高田 薫（鎌倉市立大船小学校）

P-19Ｄ64

健康な高校生における生体内酸化ストレスレベルとその影響要因
○鳩野 美沙（大分大学大学院教育学研究科修士課程）

P-19Ｄ65

Ａ市の小学校区の類型化と肥満傾向児童の出現割合の関連について
○中山 いづみ（兵庫教育大学連合学校教育学研究科）

P-19Ｄ66

高校生における生化学的指標とその関連要因の解析
～特に LDL コレステロール値の性差に着目して～
○玉江 和義（大分大学教育学部）
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 11 月 20 日 （日）
【学会企画研究シンポジウム】 11 月 20 日（日） 10：00～12：00 Ａ会場（大学会館 2F 講堂）
「特別な支援を必要とする児童・生徒と学校保健安全」
座長：中川 秀昭（金沢医科大学）
住田 実（大分大学）
シンポジスト：
「病気とともに生きる子どもの QOL の向上を目指した心理社会的支援」
竹鼻 ゆかり（東京学芸大学）
「特別支援学校における定期健康診断事前指導の現状
－知的障害特別支援学校小学部 308 校の調査結果から－」
野田 智子（埼玉医科大学）
「いま、求められる『学校力』
－特別支援教育コーディネーターとして学校現場を巡回して感じていること－」
安部 博志（筑波大学附属大塚特別支援学校）
「外国につながる児童生徒の健康課題と支援に関する調査研究
－養護教諭を対象とした質的・量的調査に基づいて－」
中下 富子（埼玉大学）

【シンポジウム②】 11 月 20 日（日） 10：00～12：00 Ｂ会場（大学会館 3F ホール）
「学校保健の研究力を高める－さあ，研究を始めよう！－」
座長：大澤 功（愛知学院大学）
川畑 徹朗（神戸大学）
シンポジスト：
「１．さあ，研究を始めよう」
大澤 功（愛知学院大学）
「２．論文を読む －学校保健の研究のために－」
古田 真司（愛知教育大学）
「３．データを集めて分析する」
宮井 信行（和歌山県立医科大学）
「４．学会で発表する －学会発表への準備と実際－」
高橋 浩之（千葉大学）
「５．論文を書く」
川畑 徹朗（神戸大学）
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【ワークショップ】 11 月 20 日（日） 10：30～12：00 Ｃ会場（大学会館 3F ホール）
「国際学校保健におけるフィールド研究の意義および進め方」
座長：衞藤 隆（東京大学名誉教授）
照屋 博行（九州共立大学）
演者：
「ラオスの学校保健にエコヘルス教育を導入する試み
－ラオス国立大学教育学部，教員養成大学との連携から－」
朝倉 隆司（東京学芸大学）
「グローバル社会における養護教諭の役割とは
内山 有子（東洋大学）
「緩やかな OUTREACH」
和田 雅史（聖学院大学）
【ランチョンセミナー④】 11 月 20 日（日） 12：15～13：15 5C407（体育芸術エリア 5C 棟 4F）
「子どものけいれん性疾患の理解と対応について～子どものこころに寄り添う～」
演者：永井 利三郎（プール学院大学短期大学部，大阪大学名誉教授）
協賛：ユーシービージャパン株式会社
【ランチョンセミナー⑤】12：15～13：15 5C506（体育芸術エリア 5C 棟 5F）
「中高生に対するピロリ菌検診と除菌治療：胃癌がない未来を子ども達に贈ろう」
演者：奥田 真珠美（兵庫医科大学，ささやま医療センター）
座長：菊地 正悟（愛知医科大学）
協賛：大塚製薬株式会社

【シンポジウム③】 11 月 20 日（日） 13：30～15：30 Ａ会場（大学会館 2F 講堂）
「『チーム学校』時代の学校保健安全のすすめ方」
座長：渡邉 正樹（東京学芸大学）
瀧澤 利行（茨城大学）
シンポジスト：
「『チーム学校』としての学校保健活動の推進 －養護教諭・校長の視点から－」
藤原 淳子（川崎市立向丘小学校）
「チーム学校における「食育」の組織的推進
－食育のカリキュラム・マネージメントを目指して－」
青木 孝子（葛飾区立新小岩中学校）
「スクールカウンセラーから見たチーム学校－多様性を認める難しさと学校の挑戦－」
金丸 隆太（茨城大学）
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【シンポジウム④】 11 月 20 日（日） 13：30～15：30 Ａ会場（大学会館 3F ホール）
「学校における精神保健の課題と対応
－学校に関わる全ての人の知識と意識の向上に向けて－」
座長：佐々木 司（東京大学）
三木 とみ子（女子栄養大学名誉教授）
シンポジスト：
「精神疾患と思春期 －10 代で精神疾患は発症する－」
佐々木 司（東京大学）
「保健室から見る子供の精神保健 －養護教諭の職務の特質と保健室の機能－」
芦川 恵美（埼玉県立総合教育センター）
「学校精神保健において教職員が果たす役割 －生徒のメンタルヘルス不調に気づいた時－」
安藤 俊太郎（公益財団法人東京都医学総合研究所）
「学校保健活動におけるメンタルヘルスの課題と対応
－養護教諭と精神科医へのインタビューからみえたこと－」
大沼 久美子（女子栄養大学）
「学生のメンタルヘルスを支える教職員対象の校内研修の実践」
大島 紀人（東京大学）
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【一般発表（口演）】
11 月 20 日（日）午前の部
Ｅ会場（体育芸術エリア 5C 棟 2F 5C213）
「健康管理，疾病予防④」 11 月 20 日（日） 9：45～10：21
座長：石原 研治（茨城大学）
O-20aＥ01

中学生における食物アレルギーの実態
○康井 洋介（慶應義塾大学保健管理センター）

O-20aＥ02

養護教諭のアレルギーに関するヒヤリ・ハット経験の実態とその関連要因
○大沼 久美子（女子栄養大学）

O-20aＥ03

高校生に対するスポーツ外傷・障害予防講習による意識，行動の変化
～講習内容と事前事後の変化～
○山本 順子（兵庫教育大学大学院）

「健康管理，疾病予防⑤」 11 月 20 日（日） 10：30～10：54
座長：戸部 秀之（埼玉大学）
O-20aＥ04

中学生の情報通信機器の利用について
－利用実態・生活習慣・依存傾向・学校適応との関連－
○湯本 里紗（福山平成大学スポーツ健康科学研究科）

O-20aＥ05

高校生の口中体温測定の成績と効果
○山本 紘子（学校法人明星学園浦和学院高等学校健康科学センター）

「健康管理，疾病予防⑥」 11 月 20 日（日） 11：00～11：24
座長：助友 裕子（日本女子体育大学）
O-20aＥ06

中学校・高等学校の運動部活動指導者の外傷・障害に対する意識の現状と課題
○藤田 実咲季（岡山大学大学院教育学研究科発達支援学専攻養護教育コース）

O-20aＥ07

中学校・高等学校サッカー選手に対する熱中症講習会が及ぼす意識変化
○松尾 浩希（奈良教育大学大学院）

「健康管理，疾病予防⑦」 11 月 20 日（日） 11：30～11：54
座長：宮尾 克（名古屋大学）
O-20aＥ08

ICT 教育の推進とスクリーニングとしての視力検査の充実に関する研究
－IT 眼症予防のために－
○高橋 ひとみ（桃山学院大学法学部）

O-20aＥ09

高校入学時心電図健診でみられたＪ波の検討
○山本 紘子（学校法人明星学園浦和学院高等学校健康科学センター）
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Ｆ会場（体育芸術エリア 5C 棟 2F 5C216）
「学校保健組織活動，関係職員②」 11 月 20 日（日） 10：00～10：24
座長：栗原 淳（佐賀大学）
O-20aＦ01

小・中学校におけるスクールソーシャルワーカーとの連携方法
～養護教諭とスクールソーシャルワーカーへのインタビュー調査から～
○門井 亨子（埼玉大学大学院教育学研究科）

O-20aＦ02

アウトリーチ型訪問支援による家庭教育支援と教育・福祉・保健の連携体制の強化
○上田 さとみ（和歌山県 湯浅町教育委員会）

「学校保健組織活動，関係職員③」 11 月 20 日（日） 10：30～10：54
座長：田嶋 八千代（岡山大学）
O-20aＦ03

札幌市における保健センターと学校の連携について
○前上里 直（北海道教育大学札幌校）

O-20aＦ04

健康相談における学校医の職務と養護教諭との連携 －文献検討および質問紙調査から－
○茂中 瑞希（茨城大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

「学校保健組織活動，関係職員④」 11 月 20 日（日） 11：00～11：24
座長：荒木田

美香子（国際医療福祉大学）

O-20aＦ05

児童虐待対応における児童相談所と学校の役割意識に関する検討
○横濱 汐音（千葉大学大学院教育学研究科学校教育科学専攻）

O-20aＦ06

小学校教員の性別と経験年数による負担
○徳井 美律（金沢大学大学院教育学研究科）

「養護教諭，保健室④」 11 月 20 日（日） 11：30～11：54
座長：宍戸 洲美（帝京短期大学）
O-20aＦ07

スキルラダーを活用した養護教諭研修会の評価 －救急処置について－
○高橋 佐和子（聖隷クリストファー大学）

O-20aＦ08

学校医は学校へ行こう！ ～2016 年度前半の学校医活動をふりかえってみて～
○岩田 祥吾（南寿堂医院）
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Ｇ会場（体育芸術エリア 5C 棟 3F 5C316）
「メンタルヘルス④」 11 月 20 日（日） 10：00～10：24
座長：橋本 佐由理 （筑波大学）
O-20aＧ01

教師のストレスと児童生徒のストレス，学力，学校満足度の関係について
○前島 光（筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻）

O-20aＧ02

朝の部活動と中高生の不安・抑うつの関連性について
○小川 佐代子（東京大学大学院教育学研究科）

「メンタルヘルス⑤」 11 月 20 日（日） 10：30～10：54
座長：采女 智津江（順天堂大学）
O-20aＧ03

東日本大震災後の子どもの心身状態と経年変化と養護教諭の対応
－支援ニーズを踏まえてー
○西野 美佐子（東北福祉大学感性福祉研究所）

O-20aＧ04

養護教諭における中学生・高校生からのネット上のいじめの相談を受けた経験とその
関連要因
○寺尾 亮平（名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程）

「メンタルヘルス⑥」 11 月 20 日（日） 11：00～11：24
座長：笠井 直美（新潟大学）
O-20aＧ05

浦和学院高校におけるカウンセリングの印象変容
○松下 健（学校法人明星学園浦和学院高等学校健康科学センター）

O-20aＧ06

「絵本の読み合わせと音楽のライブイベント」における臨床心理学的介入の検討
○増田 梨花（学校法人明星学園浦和学院高等学校健康科学センター，立命館大学
大学院応用人間科学研究科）

「メンタルヘルス⑦」 11 月 20 日（日） 11：30～11：54
座長：水上 勝義（筑波大学）
O-20aＧ07

O-20aＧ08

中学生におけるネガティブ・ポジティブな心理的特性と体力ならびに主観的学業成績との
関連性
○長野 真弓（福岡女子大学国際文理学部共通教育機構）
高校生のレジリエンスと精神的健康の関連
○石田 実知子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）
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Ｈ会場（体育芸術エリア 5C 棟 3F 5C317）
「保健学習，保健指導①」 11 月 20 日（日） 9：45～10：09
座長：岩田 英樹（金沢大学）
O-20aＨ01

保健学習における学習者と授業者の認識の差異
○田中 滉至（愛知教育大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

O-20aＨ02

中学校保健学習における歩数計を活用した授業実践報告
－保健分野「生活行動・生活習慣と健康〔運動と健康〕」－
○森 悟（東海学園大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科）

「保健学習，保健指導②」 11 月 20 日（日） 10：15～10：39
座長：棟方 百熊（岡山大学）
O-20aＨ03

中学生の健康生活における自己管理能力向上に対する支援
－「生活のふり返りシート」実施間隔の検討－
○澤田 有香（金沢大学大学院教育学研究科）

O-20aＨ04

生徒の関心・意欲を高める保健授業の考案
○渡邊 綾乃（茨城大学大学院教育学研究科）

「保健学習，保健指導③」 11 月 20 日（日） 10：45～11：09
座長：物部 博文（横浜国立大学）
O-20aＨ05

高等学校におけるがん教育 2 年間の実践
－高校生が実感した学びについて学習前後と 1 年後の調査から考察－
○野口 直美（北海道旭川東栄高等学校）

O-20aＨ06

歯科医師・歯科衛生士協働による歯科保健指導の取組と評価
－アンケート集計からみた 10 年の取組－
○原 智子（公益社団法人東京都歯科衛生士会）

「保健学習，保健指導④」 11 月 20 日（日）11：15～11：39
座長：戸野塚

厚子（宮城学院女子大学）

O-20aＨ07

中学校における「性の学び」を高める促進要因の検討
○町田 範子（新潟県糸魚川市立能生中学校）

O-20aＨ08

性感染症関連する授業における教師の教授方法が生徒の理解に与える影響
～大学進学率が低いクラスにおける授業方法の検討～
○金子 伊樹（群馬大学教育学部保健体育講座）
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11 月 20 日（日）午後の部
Ｃ会場（大学会館 3F 国際会議室）
「ライフスキル③」 11 月 20 日（日） 13：30～13：54
座長：村松 常司（東海学園大学）
O-20pＣ01

小学生を対象とした目標設定スキル尺度の内容構成 －目標設定の実態調査結果より－
○筆野 元（兵庫教育大学大学院）

O-20pＣ02

中学校保健体育委員会活動における目標設定スキル活用の実践と評価
○山本 千津子（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

「ライフスキル④」 11 月 20 日（日） 14：00～14：36
座長：西岡 伸紀（兵庫教育大学）
O-20pＣ03

若年女性におけるダイエット行動とライフスキルの関連
○下里 和哉（愛知県がんセンター中央病院栄養管理部栄養管理科，元名古屋学芸大学
大学院栄養科学研究科）

O-20pＣ04

大学生のライフスキルと Sense of Coherence がコンピテンスに与える効果の検討
○嘉瀬 貴祥（立教大学大学院コミュニティ福祉学研究科，日本学術振興会特別研究員 DC2）

O-20pＣ05

傍観における他者の視線
○永浜 明子（立命館大学スポーツ健康科学部）

「国際学校保健」 11 月 20 日（日） 14：45～15：09
座長：立身 政信（岩手大学）
O-20pＣ06

中国広州市の日本人学校の生徒の保護者からみた保健医療の状況
○森岡 郁晴（和歌山医科大学保健看護学研究科）

O-20pＣ07

海外の学校保健研究の動向 －研究デザイン・分析法の視点から－
○上地 勝（茨城大学教育学部）

Ｅ会場（体育芸術エリア 5C 棟 2F 5C213）
「健康管理，疾病予防⑧」 11 月 20 日（日）13：30～13：54
座長：佐々木

胤則（北海道教育大学）

O-20pＥ01

小中学校健康診断における運動器検診： 2016 年度実施成績と実施上の要点
○徳村 光昭（慶應義塾大学保健管理センター）

O-20pＥ02

全例観察による小中学校における 2014/2015 シーズンのインフルエンザ流行状況，
ワクチン接種率および有効率
○久根木 康子（慶應義塾大学保健管理センター）
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「健康管理，疾病予防⑨」
「健康管理，疾病予防⑨」11
11月
月20
20日（日）
日（日）14：00～14：36
14：00～14：36
座長：七木田
座長：七木田 文彦（埼玉大学）
文彦（埼玉大学）
O-20pＥ03
O-20pＥ03

養護教諭養成課程に所属する大学生の感染症抗体価について
養護教諭養成課程に所属する大学生の感染症抗体価について
○古池
○古池 雄治（茨城大学教育学部）
雄治（茨城大学教育学部）

O-20pＥ04
O-20pＥ04

外部講師によるがん教育が児童のがん予防知識ならびにがん患者イメージを変容させる
外部講師によるがん教育が児童のがん予防知識ならびにがん患者イメージを変容させる
可能性の検討
可能性の検討
○助友
○助友 裕子（日本女子体育大学）
裕子（日本女子体育大学）

O-20pＥ05
O-20pＥ05

教員の保健・安全の「ヒヤリ・ハット体験」
教員の保健・安全の「ヒヤリ・ハット体験」
○植田
○植田 誠治（聖心女子大学）
誠治（聖心女子大学）

「ヘルスプロモーション③」
「ヘルスプロモーション③」11
11月
月20
20日（日）
日（日）14：45～15：09
14：45～15：09
座長：野井
座長：野井 真吾（日本体育大学）
真吾（日本体育大学）
O-20pＥ06
O-20pＥ06

O-20pＥ07
O-20pＥ07

学生の運動経験および運動意識の推移
学生の運動経験および運動意識の推移－30
－30年間(1982
年間(1982年～2012
年～2012年)の調査結果の分析－
年)の調査結果の分析－
○澤田
○澤田 孝二（山梨学院短期大学）
孝二（山梨学院短期大学）
学校から仕事への移行期にある大学生の健康的な発達に関する質的研究：
学校から仕事への移行期にある大学生の健康的な発達に関する質的研究：
“生活をつくる自己”の成長に着目して
“生活をつくる自己”の成長に着目して
○沖津
○沖津 奈緒（福島県いわき市立小川小学校）
奈緒（福島県いわき市立小川小学校）

Ｆ会場（体育芸術エリア
Ｆ会場（体育芸術エリア5C
5C棟
棟 2F
2F 5C216）
5C216）
「養護教諭，保健室⑤」
「養護教諭，保健室⑤」11
11月
月20
20日（日）
日（日）13：30～13：54
13：30～13：54
座長：鎌田
座長：鎌田 尚子（足利工業大学）
尚子（足利工業大学）
O-20pＦ01
O-20pＦ01

健康相談における高校生の意思決定を導く効果的な支援方法
健康相談における高校生の意思決定を導く効果的な支援方法
○久保田 かおる（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科）
かおる（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科）
○久保田

O-20pＦ02
O-20pＦ02

養護教諭の仕事を世界に発信する意義
養護教諭の仕事を世界に発信する意義
○宍戸 洲美（帝京短期大学生活科学科）
洲美（帝京短期大学生活科学科）
○宍戸

「喫煙，飲酒，薬物乱用①」11
11月
月20
20日（日）
日（日）14：00～14：24
14：00～14：24
「喫煙，飲酒，薬物乱用①」
座長：北垣 邦彦（東京薬科大学）
邦彦（東京薬科大学）
座長：北垣
O-20pＦ03
O-20pＦ03

小学生保護者の喫煙習慣と児童の朝食摂取状況等との関連
小学生保護者の喫煙習慣と児童の朝食摂取状況等との関連
○加藤 勇之助（大阪体育大学体育学部スポーツ教育学科）
勇之助（大阪体育大学体育学部スポーツ教育学科）
○加藤

O-20pＦ04
O-20pＦ04

ツイッターを活用した薬物乱用防止教育の試み
ツイッターを活用した薬物乱用防止教育の試み
○上田 裕子（宝塚大学看護学部看護学科）
裕子（宝塚大学看護学部看護学科）
○上田

47 ―
―47

プログラム
日（日）

学校保健研究 Vol.58 Suppl. 2016 （一般社団法人日本学校保健学会第 63 回学術大会 平成 28 年 11 月

つくば）

20

「喫煙，飲酒，薬物乱用②」 11 月 20 日（日） 14：30～15：06
座長：鬼頭 英明（法政大学）
O-20pＦ05

小中学生に対する薬物乱用防止教育を実践した医学生・看護学生の認識
○森 貴久（金沢医科大学医学部医学科 3 年生）

O-20pＦ06

中学校における 薬物乱用防止教育
－大学生健康推進委員会の取り組み－
○鈴木 敬子（金沢医科大学医学部 4 年）

O-20pＦ07

関東地域の大学生における危険ドラッグに対する認識 ：2016 年 JYPAD 調査
○三好 美浩（岐阜大学医学部看護学科）

Ｇ会場（体育芸術エリア 5C 棟 3F 5C316）
「歯科保健」 11 月 20 日（日） 13：30～13：54
座長：森田 一三（日本赤十字豊田看護大学）
O-20pＧ01

小学校における養護教諭の行う DI 変法（歯垢評価）に関する検討
○東 真理子（東京都足立区立六木小学校）

O-20pＧ02

子ども同士が学び合う場から育てる歯と口の健康意識
～「歯磨き先生」実践後の他校との比較～
○諸井 珠江（石川県輪島市立町野小学校）

「性，エイズ①」 11 月 20 日（日） 14：00～14：24
座長：中村 晴信（神戸大学）
O-20pＧ03

大学生が持つ生殖に関する知識
○秋月 百合（熊本大学教育学部大学院教育学研究科）

O-20pＧ04

大学生の性感染症予防活動 －AIDS 知識と予防行動－
○池田 行宏（近畿大学医学部附属病院安全衛生管理センター）

「性，エイズ②」 11 月 20 日（日） 14：30～14：54
座長：土井 豊（東北生活文化大学）
O-20pＧ05

O-20pＧ06

医師の立場から行っている中学 3 年生への性感染症の授業内容について
○菊地 正悟（愛知医科大学医学部公衆衛生学講座）
「タイ・チェンマイにおける児童の性・エイズに関する知識・意識について」－調査報告－
○伊藤 敦子（園田学園女子大学園田学園女子大学短期大学部幼児教育学科）
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Ｈ会場（体育芸術エリア 5C 棟 3F 5C317）
「保健学習，保健指導⑤」 11 月 20 日（日） 13：30～13：54
座長：山田 浩平（愛知教育大学）
O-20pＨ01

HECAT2012（米国保健教育カリキュラム分析ツール）の分析と学習指導要領
－構成要素「暴力の防止（V)」と「安全（S)」について－
○面澤 和子（弘前大学教育学部名誉教授）

O-20pＨ02

高校生のＢＬＳ教育と救命処置における自己効力感
○上村 春彦（学校法人明星学園浦和学院高等学校健康科学センター）

「保健学習，保健指導⑥」 11 月 20 日（日） 14：00～14：24
座長：杉崎 弘周（新潟医療福祉大学）
O-20pＨ03

保健学習における教材の有効性に関する研究
－市販薬の適正使用における「罹患性」の自覚を高める教材の開発－
○佐見 由紀子（東京学芸大学・聖心女子大学大学院）

O-20pＨ04

小学校 5 年生への“薬の飲み方教育（薬育）”に対する成果についての検討
○足助 麻理（東京都品川区立第四日野小学校）

「特別支援，障害」 11 月 20 日（日） 14：30～15：06
座長：松坂 晃（茨城大学）
O-20pＨ05

小学校現場における子ども同士のタッチケアの実践
○小田 敦子（北広島町立大朝小学校）

O-20pＨ06

特別支援学校における防煙指導教育の取り組みと今後の課題について
－聴覚に課題のある高校生を対象に－
○鈴木 みちる（京都府立盲学校）

O-20pＨ07

災害への備えツールの特別支援学校での導入 ～管理者の意思決定要因～
○沼口 知恵子（茨城県立医療大学保健医療学部看護学科）
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【一般発表（ポスター）】
ポスター討論 13：30～14：15（演題番号 奇数），14：15～15：00（演題番号 偶数）

Ｄ会場（大学会館 2F 多目的ホール）
「健康管理，疾病予防②」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ01

学校健康診断時に活用する保健調査票による胸郭異常のスクリーニングの現状と課題
○難波 知子（川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科）

P-20Ｄ02

次亜塩素酸ナトリウムを用いた環境消毒による感染症予防効果
○藤井 都恵（愛知教育大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

P-20Ｄ03

学校における医療的ケアを含む保健管理と養護教諭の役割
○大川 尚子（関西福祉科学大学健康福祉科学健康科学科）

P-20Ｄ04

高校生における肩こりの現状について
○中川 雅智（東海学園大学）

P-20Ｄ05

女子高校生を対象とした骨密度に関連する要因の検討
○吉原 和恵（広島大学医歯薬保健学研究科地域・学校看護開発学講座）

P-20Ｄ06

中高生の骨強度，ヘモグロビン，身体組成に関する研究動向
○山田 直子（日本体育大学大学院博士後期課程）

P-20Ｄ07

養護教諭が持つ子ども観と仕事ストレス要因 －校種別視点より－
○原 ひろみ（岐阜医療科学大学保健科学部看護学科）

P-20Ｄ08

児童の睡眠習慣の安定性が注意制御能力を媒介した慢性疲労症状に及ぼす影響
○神谷 侑希香（名古屋学芸大学ヒューマンケア学部）

P-20Ｄ09

中高生のメンタルヘルス，ネット依存度と不定愁訴の因果モデルの分析
－縦断データの共分散構造分析より－
○成 順月（岐阜医療科学大学保健科学部看護学科）

P-20Ｄ10

神奈川県内の私立学校に通う中高生のインターネット使用状況とそれが心身の健康に
及ぼす影響
○勝崎 由美（法政大学第二中学校）

P-20Ｄ11

食行動とパーソナリティ，実行注意との関連 －大学生における調査より－
○桃井 克将（徳島文理大学保健福祉学部人間福祉学科）

P-20Ｄ12

ストレスと食行動 －大学生における調査から－
○小原 久未子（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

「ライフスキル」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ13

小学生のレジリエンスからみた社会的スキル，攻撃性及びセルフエスティーム
○石田 敦子（東海学園大学教育学部）
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P-20Ｄ14

小学校高学年の意思決定の具体的場面及びプロセス －自由記述及び FGI 調査の結果より－
○古橋 祐一（兵庫教育大学大学院人間発達教育専攻学校心理・発達健康教育コース）

P-20Ｄ15

青少年の危険行動と意思決定能力の関連性に関する文献研究
○西岡 伸紀（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）

P-20Ｄ16

学校における乳がん教育の教育内容の在り方について
○鳥居 哲夫（日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部
スポーツプロモーション学科）

「保健学習，保健指導」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ17

小学校保健学習におけるアクティブ・ラーニングの効果（２）
～ジグソー学習を導入した授業での質問紙とワークシートによる評価～
○田岡 朋子（東京学芸大学大学院教育学研究科養護教育専攻）

P-20Ｄ18

保健体育科教員養成における保健分野の模擬授業の実践についての検討
－教育実習に着目してー
○中川 麻衣子（川崎医療福祉大学）

P-20Ｄ19

保健教育の教材作りにおける学生意識に関する基礎的研究
○鈴木 薫（就実大学）

P-20Ｄ20

保健教育における批判的思考に関する一考察
○森 慶恵（愛知教育大学附属名古屋中学校）

P-20Ｄ21

中学生における臓器移植に関する知識と意識との関連
○小山 浩（筑波大学附属中学校）

P-20Ｄ22

中学校におけるくすり教育の現状に関する研究
○金澤 幸江（ポプリ薬局）

P-20Ｄ23

医薬品教育を受けた女子大生の月経痛時における鎮痛剤使用の実態
○中村 朋子（兵庫大学）

P-20Ｄ24

学習指導要領における保健・医療制度に関するカリキュラムの国際比較
○加藤 憲（藤田保健衛生大学研究支援推進センター）

P-20Ｄ25

車社会の地方短大の女子学生における身体活動量増加のための生活習慣変容への気づきを
高める実践的な授業
○入江 由香子（高崎商科大学短期大学部）

P-20Ｄ26

ICT を活用した模擬保健指導における能動的学修の取り組み
○加納 亜紀（聖泉大学看護学部）

P-20Ｄ27

小学生の発育に対する態度の評価尺度の開発 －文献調査による構成内容の検討－
○石井 有美子（兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科）

P-20Ｄ28

女子大学生における睡眠の質に関する実証的研究
－非接触型睡眠計測器と質問紙を用いて－
○山際 令（立命館慶祥中学校・高等学校）

P-20Ｄ29

共働き世帯が求める育児支援
○榎 加代子（了徳寺大学健康科学部看護学科）
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「養護教諭，保健室②」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ30

養護教諭の職業的アイデンティティ尺度開発に関する研究
○波多 幸江（飯田女子短期大学家政学科）

P-20Ｄ31

新任養護教諭における職業レディネス，専門職的自律性とワーク・エンゲイジメントの関係
○籠谷 恵（東海大学健康科学部）

P-20Ｄ32

学校保健活動を組織的に推進するための養護教諭のコーディネーションに関する研究
○丸山 幸恵（上越市立高志小学校）

P-20Ｄ33

A 市における退職養護教諭による新規採用養護教諭研修について
－採用直前不安と研修成果との比較から－
○中村 雅子（福山平成大学福祉健康学部健康スポーツ課学科）

P-20Ｄ34

養護実習を経験した養護教諭養成課程大学生の救急処置への不安に関する調査
○廣原 紀恵（茨城大学教育学部教育保健教室）

P-20Ｄ35

保健室で使用される救急処置の記録の実態
○藤永 真子（山口県立下松工業高等学校定時制）

P-20Ｄ36

養護教諭養成教育におけるトリアージ教育の状況について
○古谷 菜摘（女子栄養大学大学院栄養学研究科保健学専攻）

P-20Ｄ37

保健室において養護教諭が対応した重症事例経験の実態
○丹 佳子（山口県立大学看護栄養学部看護学科）

P-20Ｄ38

根拠に基づく応急処置の実践を目指して －養護教諭の応急処置方法と学習機会の実態－
○滝田 さやか（埼玉大学大学院教育学研究科）

「いじめ」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ39

児童生徒における攻撃行動の変容の持続に焦点を当てた問題解決訓練の理論的検討
○尾棹 万純（早稲田大学大学院人間科学研究科）

P-20Ｄ40

レジリエンシー（精神的回復力）の形成を促す中学生用いじめ防止プログラムの開発と
有効性の評価
○川畑 徹朗（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

P-20Ｄ41

いじめ被害経験に伴う心的外傷後成長の生起の検討
－ソーシャルサポートとの関連に注目して－
○岩崎 愛美（千葉大学大学院教育学研究科学校教育科学専攻）

「特別支援，障害」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ42

児童における場面緘黙の維持と緩衝に関する要因の検討
○二宮 奈美（鈴鹿市立国府幼稚園）

P-20Ｄ43

疾患を有する子どもや家族が抱えるストレスとその支援に関する文献検討
○山田 玲子（北海道教育大学札幌校養護教育専攻医科学看護学分野）

P-20Ｄ44

注意制御機能を基盤とした Detached Mindfulness が感情の揺らぎを媒介とした BPD 傾向に
及ぼす影響
○西嶋 涼花（鈴鹿市立神戸中学校）
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P-20Ｄ45

医療的ケアを必要とする児童生徒への支援の現状と課題
－医療的ケアを経験したことがある養護教諭が考える医療的ケアの課題－
○香川 靖子（盛岡市立上田中学校）

P-20Ｄ46

養護教諭の経験と児童の困難の予測の関連の検討
○竹中 香名子（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）

P-20Ｄ47

発達障害に対する成人男女の認識および情報源に関する現状 ～教育職に着目して～
○荒木田 美香子（国際医療福祉大学小田原保健医療学部）

P-20Ｄ48

注意実行機能が発達障害傾向と感覚統合困難性の関連に及ぼす影響
○今井 正司（名古屋学芸大学ヒューマンケア学部）

「食，食育」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ49

学校における個別栄養指導に関する文献的考察
○田路 千尋（甲子園大学栄養学部栄養学科）

P-20Ｄ50

幼稚園児の食習慣や生活リズム形成に関する保護者の認識及び子どもへの影響
○前川 美紀子（名桜大学人間健康学部スポーツ健康学科）

P-20Ｄ51

幼児食育プログラム普及に向けての研修とその評価
○金田 直子（大阪市立大学大学院生活科学研究科）

P-20Ｄ52

小中学校栄養教諭・学校栄養職員の『食に関する指導』の実態に関する調査研究
○安嶋 まなみ（上越教育大学大学院学校教育研究科）

P-20Ｄ53

栄養教諭未配置小学校における食育の現状
○早見 直美（大阪市立大学大学院生活科学研究科）

P-20Ｄ54

スーパー食育スクール事業の実践による生徒の意識の変化
○増村 美佐子（兵庫大学健康科学部栄養マネジメント学科）

P-20Ｄ55

児童を対象とした魚料理づくりの実践とその影響
～食育教材「さかな丸ごと探検ノート」の活用～
○伊藤 常久（東北生活文化大学短期大学部生活文化学科）

P-20Ｄ56

スーパー食育スクール事業の実践による教職員の意識の変化
○矢埜 みどり（兵庫大学健康科学部栄養マネジメント学科）

P-20Ｄ57

教員養成系大学学生の給食指導に対する意欲・関心の実態
○石黒 めぐみ（茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科）

P-20Ｄ58

高校サッカー部に所属する男子生徒への栄養教育の効果
○中村 有里（相模女子大学大学院）

P-20Ｄ59

大学生における嗜好飲料の飲用実態とストレスの関連について
○長谷 真（熊本大学教育学部）

「環境」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ60

地域資源を活用したつなぎ教育プログラム参加の効果
○吉永 真理（昭和薬科大学臨床心理学研究室）
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「国際学校保健」 11 月 20 日（日）
P-20Ｄ61

Health promoting school のヨーロッパ諸国における現状と課題について
○居崎 時江（埼玉県立大学保健医療福祉学部）

P-20Ｄ62

アジア諸国における子どもの生活時間，学校生活状況および不定愁訴発現の実態と関係性
○中野 貴博（名古屋学院大学スポーツ健康学部こどもスポーツ教育学科）

P-20Ｄ63

アジア諸国における子どもの健康的生活習慣の実態
○國土 将平（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

P-20Ｄ64

中国の小学校と日本の小学校の保健教育及び保健管理システムの比較について
○崔 旭（新潟大学大学院現代社会文化研究科）

P-20Ｄ65

中国広州市の日本人学校における生徒のメンタルヘルスとその背景要因（第 2 報）
○川村 小千代（関西福祉科学大学健康科学科，和歌山県立医科大学保健看護学研究科）

P-20Ｄ66

ラオスとバングラデシュにおける発達資産尺度の開発
○朝倉 隆司（東京学芸大学養護教育講座）

P-20Ｄ67

ネパール人児童生徒のカースト別の身体発育
○上田 恵子（湊川短期大学）

P-20Ｄ68

多文化共生に向けたブラジル人の子ども達の健康生活に関する調査研究
－ブラジル人学校での生徒への質問紙調査に基づいて－
○武井 佑真（埼玉大学大学院教育学研究科）
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