
第 60回日本学校保健学会開催のご案内（第４報） 
学会長 衞藤 隆  

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 所長・東京大学名誉教授 

 

1. メインテーマ：「連携と協調の時代の学校保健」 

 

2. 開催期日：平成 25（2013）年 11月 16日（土）～ 17日（日） 

なお、学会前日の 11月 15日（金）は理事会、総会および関連行事の開催となります。 

 

3. 学会会場：聖心女子大学  

〒150-8938  東京都渋谷区広尾 4丁目 3番地 1号  

ホームページ：http://www.u-sacred-heart.ac.jp/index.html 

 

■東京メトロ日比谷線「広尾駅」 

（2番「天現寺橋（聖心女子大学）方面」出口）下車 広尾商店街（散歩通り）を通り 約 3分 

■JR渋谷駅東口または恵比寿駅より都バス 

「日赤医療センター前」行 終点「日赤医療センター前」下車 約 3分 

■JR品川駅より都バス「新宿駅西口」行 「広尾橋」下車 約 4分 

■JR目黒駅より都バス「千駄ヶ谷駅」、「新橋駅」行 「広尾橋」下車 約 4分 

 

4. 主  催：一般社団法人 日本学校保健学会 

 

5. 後  援：文部科学省 厚生労働省 東京都教育委員会  

公益財団法人日本学校保健会 恩賜財団母子愛育会 聖心女子大学 

 

6. 学会のプログラム等（予定） 

11月 15日（金） 常任理事会、理事会、総会、学会関連行事 等 

 

11月 16日（土） 

【学会長講演】9：10～9：50 

「連携と協調の時代の学校保健」 

演 者：衞藤 隆  

（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 所長・東京大学名誉教授） 

座 長：中川 秀昭（金沢医科大学医学部公衆衛生学講座 教授） 

 

 



【メインシンポジウム】10：00～12：20 

「学校保健安全法改正後の学校と地域の連携」 

司 会：衞藤 隆  

（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 所長・東京大学名誉教授） 

    渡邉 正樹（東京学芸大学 教授） 

シンポジスト：小林 啓子 （東京都多摩小平保健所 地域保健推進担当課長） 

       牛島 三重子（台東区立金竜小学校 校長） 

       天笠 茂  （千葉大学 教授）他 
 

【ランチョンセミナー①】12：30～13：20 

「子どもの足と靴、その現状と課題－10,000人の足計測から分かったこと」 

 演 者：早川家正（日本教育シューズ協議会 理事長）  

 座 長：な し 

協 賛：日本教育シューズ協議会 
 

【ランチョンセミナー②】12：30～13：20 

「ホルモンから考える女性の Well-Aging 

～更年期からの健康・スーパーイソフラボン-大豆エクオールの可能性～」 

演 者：吉形 玲美（ハマサイトクリニック） 

座 長：小林 正子（女子栄養大学 教授） 

協 賛：大塚製薬株式会社 
 

＊当日、先着順にお座りいただく予定です。 
 

【報告会】13：30～14：15 

＊報告会とは従来の学会総会に代わり、代議員総会での審議報告内容を会員に報告する会です。 
 

【シンポジウム①】14：20～16：20 

「変化の時代における保健指導と実践へのアプローチ」 

司 会：三木とみ子（女子栄養大学 客員教授） 

シンポジスト：稲坂 博（愛知県医師会 理事） 

香田 由美（福岡県門司学園高等学校 養護教諭） 

       澤村 文香（埼玉県入間市立豊岡中学校 養護教諭） 

       中澤 和仁（上越市立大潟町
おおがたまち

小学校 主幹教諭）  
 

【シンポジウム②】14：20～16：20 

「教師に求められる学校保健・安全の基本的な資質・能力の形成－学校保健・安全の教職必修化にむけ

て－」 

司 会：植田 誠治（聖心女子大学 教授） 

シンポジスト：後藤ひとみ（愛知教育大学 教授） 

       野村 良和（名古屋学院大学 教授・筑波大学 名誉教授） 

       冨岡 寛 （川崎市立京町小学校 教頭） 

       青木 孝子（葛飾区立新小岩学園 学園長）  
 

【学会共同研究発表】16：40～17：10 

「地域の連携・協働を考慮した安全・安心な学校づくりに関する研究一東日本大震災の教訓からー」 

演 者：伊藤 常久（東北生活文化大学短期大学部生活文化学科 講師） 

座 長：宮下 和久（和歌山県立医科大学 教授） 
 

【学会賞・学会奨励賞受賞講演】16：30～17：40 

「沖縄県の高校生の学校連結性、社会経済的状況、飲酒・喫煙行動の関連について」（学会賞） 

演 者：諸喜田 祐立（宜野湾市福祉保健部） 

  「中学生の性行動と心理社会的変数との関連」（学会奨励賞） 

演 者：李 美錦（神戸大学大学院） 

「対人葛藤場面での断り行動に対する自己効力感への社会的スキル」（学会奨励賞） 

演 者：山田 浩平（愛知教育大学） 

座 長：森岡 郁晴（和歌山県立医科大学 教授） 



【一般口演】14：30～16：30 

 

【ポスター発表】14：30～16：30 

 

【企業展示】9：00～18：00 

 

【会員情報交換会】18：00～20：00 聖心女子大学 学生食堂 

＊情報交換会とは従来の懇親会に相当し、食事と飲物を共にしながら参加者相互の交流を深める会です。 

 

11月 17日（日） 

【教育講演①】9：10～10：10 

「近年の国の教育政策動向」 

演 者：小川 正人（放送大学教養学部 教授） 

座 長：佐々木 司（東京大学大学院教育学研究科 教授） 

 

【シンポジウム③】10：20～12：20 

「保健学習の改善・充実のための鍵は何か－学習指導要領の次期改訂を視野に入れて－」 

司 会：野津 有司（筑波大学 教授） 

    岩田 英樹（金沢大学 教授） 

シンポジスト：西岡 伸紀（兵庫教育大学大学院 教授） 

       瀧澤 利行（茨城大学 教授） 

       今関 豊一（国立教育政策研究所教育課程研究センター 部長） 

 

【シンポジウム④】10：20～12：20 

「養護教諭養成と研修の未来－これからの養護教諭に求められる力－」 

司 会：采女智津江（名古屋学芸大学 教授） 

岡田加奈子（千葉大学 教授） 

シンポジスト：中村富美子（沼津市立大岡南小学校 養護教諭） 

河田史宝（金沢大学 教授） 

上村弘子（岡山大学 准教授） 

田村 砂弥香（東京都教職員研修センター 指導主事） 

 

【ランチョンセミナー③】12：30～13：20 

「成長障害について（仮）」 

 演 者：久保 俊秀（岡山医療センター 小児科） 

 座 長：伊藤 純子（虎の門病院 小児科） 

協 賛：ノボノルディスクファーマ株式会社 

 ＊当日、先着順にお座りいただく予定です。 

 

【教育講演②】13：30～14：30 

「おしゃれにともなう皮膚のトラブル（仮）」 

演 者：岡村理栄子（岡村皮フ科医院 院長） 

座 長：竹鼻ゆかり（東京学芸大学 教授）  

 

【学術委員会企画シンポジウム】14：40～16：40 

「東日本大震災のその後とこれからの学校防災への挑戦」 

司 会：宮下 和久（和歌山県立医科大学 教授） 

数見 隆生（東北福祉大学 教授） 

  

基調報告「東日本大震災の教訓と東海・南海地域における学校防災上の課題」 

 数見 隆生（東北福祉大学 教授） 

 

シンンポジスト：徳光 博志（石巻市雄勝小学校 教諭） 

鈴木 智 （南房総市教育委員会 参事） 

 



【自由集会】17：00～18：30  

＊自由集会を企画されている方は「テーマ」「代表者」「代表者の連絡先」を 8月 30日（金）までに下

記の年次学会事務局までお知らせください。 

 

【一般口演】10：00～12：00  14：00～16：00 

 

【ポスター発表】10：00～12：00  14：00～16：00 

 

【企業展示】9：00～16：00 

＊ここに記載したプログラムは、現時点での案ですので、変更されることがあります。プログラムの詳細は本

誌の次号および年次学会ホームページに掲載します。 

 

7. 会員情報交換会 

平成 25年 11月 16日(土)18:00～聖心女子大学にて開催予定です。情報交換会とは従来の懇親会に相当し、

情報交換等を通じ、食事と飲物を共にしながら参加者相互の交流を深める会です。 

 

8. 一般発表（口演・ポスター）の方法 

1）口演発表の方へ 

  発表時間 10分、討論 5分（計 15分）です。 

すべての会場でパワーポイントが使用できます（パワーポイントは必須ではありません）。スライド 

や OHPは使用できません。 

パワーポイントを使用予定の方は発表当日、発表会場の受付にデータをお持ちください（詳細は本誌

の次号および年次学会ホームページに掲載します）。 

 

2）ポスター発表の方へ 

ポスター会場では座長制をとりませんので、学会が指定した時間にポスターの前で待機し、参加者か

らの質問にお答えください。 

ポスターの規格などの詳細は本誌の次号および年次学会ホームページに掲載します。 

 

＊演題の採否、および発表形式（口演かポスターか）、演題の割り振り等は、最終的に年次学会長にご一任く

ださい。 

＊一般発表の演題登録をされた方は 8月 31日（土）までに必ず事前参加申込みをお願いいたします。 

 

9. 事前参加申込および学会参加費 

1）事前参加申込（割引のある早期申込みは 8月 31日まで） 

 ・原則として年次学会ホームページからの受け付けとなります。 

  第 60回日本学校保健学会 https://v3.apollon.nta.co.jp/jash60/ 

（日本学校保健学会のホームページからもアクセスできます）  

（ホームページから登録できない場合は、学会事務局にご相談ください） 

・参加費は銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済にて振込をお願いいたします。参加費の振り

込みをもって参加申込みとさせていただきます。 

・お振込みいただいた方には「参加登録証」を郵送いたします。学会当日の受付がスムーズになりま

すので、できる限り事前登録・参加申込をご利用ください。 

 

2）学会参加費 

  【8月 31日（土）までの早期申込】 

  事前に講演集の送付をご希望の方は送料 500円を加えてお申込ください。 

   ①一般（会員・非会員）         7,000円（講演集代込） 

   ②学生（学部生・大学院生など）       3,000円（講演集代込） 

   【9月 1日（日）以降の申込および当日申込】 

   講演集は当日、会場受付でお受け取りください。 

   ③一般（会員・非会員）         8,000円（講演集代込） 

   ④学生（学部生・大学院生など）       3,000円（講演集代込） 

 ※①②の場合は、事前に「参加登録証」を郵送いたしますので、必ず学会当日にお持ちください。 

 

https://v3.apollon.nta.co.jp/jash60/


3）会員情報交換会（11月 16日（土）） 

  参加費： 一般 5,000円  学生 5,000円 

  なお、第 2報に記載された内容から変更されています。 

   

4）講演集代のみ 

  ・事前送付をご希望の場合は 1冊 3,500円（送料込み）で必要冊数をご記入の上、送金してください。 

ただし、事前送付の申込みは 8月 31日（土）までといたします。 

  ・学会当日は 1冊 3,000円で販売します（数に限りがございますのでご注意ください）。 

 

5）昼食 

・11月 16日、17日両日ともに昼食時にランチョンセミナーを開催します（当日、先着順にお座りい

ただく予定です）。 

    ・会場付近にレストランがありますので、そちらを利用することも可能です。 

 

10. 学会関連行事および自由集会の申込み 

申込み締め切り：平成 25年 8月 30日（金）といたします。学会関連行事および自由集会につきましては、

事務局としては会場の提供のみとさせていただきます。ただし、プログラムや講演集、

ホームページなどで、会場のご案内や内容のご紹介をいたします。 

学会関連行事：平成 25年 11月 15日（金）に聖心女子大学にて会議室等をご用意いたします。ご希望の 

場合はお手数ですが、下記事務局までご連絡ください。 

自由集会：平成 25年 11月 17日（日）午後 5時から 1時間 30分の枠で会場を用意いたします。自由集会 

を企画されている方はお手数ですが、「テーマ」「代表者」「代表者の連絡先」を下記の年次学

会事務局までお知らせください。 

 

11. 託児サービス 

本大会では託児サービスを用意する予定です。詳細は本誌の次号および年次学会ホームページに掲載

します。 

 

12. 宿泊・交通 

年次学会事務局では直接のお取り扱いはいたしませんが、旅行会社のご紹介はいたします。 

 

13. 年次学会事務局 

〒157－8565 東京都世田谷区北烏山 8－19－１  

日本女子体育大学 スポーツ健康学科幼児発達学専攻  

第 60回日本学校保健学会事務局 内山有子（事務局長） 

E-mail: jash60@g.jwcpe.ac.jp 

（演題登録、協賛、参加登録、宿泊に関するお問い合わせは下記運営事務局にお願いいたします。） 

 

14. 年次学会運営事務局 

・演題登録、協賛に関するお問い合わせ 

（株）プランドゥ・ジャパン 

〒105-0012  東京都港区芝大門 2-3-6 大門アーニバスト 401 

FAX 03-5470-4410 

E-mail: jash60@nta.co.jp 

 

・参加登録、宿泊に関するお問い合わせ 

株式会社日本旅行 国際旅行事業本部 ECP営業部 

〒105-8606  東京都港区新橋 2-20-15 新橋駅前ビル 1号館 3階 

FAX 03-6891-0232 

  E-mail: mcs_inq20@nta.co.jp 

 

15. 年次学会ホームページ・ 

https://v3.apollon.nta.co.jp/jash60/ 

最新の情報はホームページでご確認ください。 

（日本学校保健学会のホームページからもアクセスできます）  

mailto:jash60@g.jwcpe.ac.jp
mailto:mcs_inq20@nta.co.jp
https://v3.apollon.nta.co.jp/jash60/

