
年度 会長名 会員数 主 な 活 動 内 容

昭和２７ 宇野 静子 252
28 宇野 静子 242

29 宇野 静子 232
・シラミの駆除 ・結核検診 ・寄生虫検査及び駆除（毎学期）
・トラホームの治療 ・要抜去歯の除去

30 渡辺 フサエ 235
・シラミの駆除 ・結核検診 ・寄生虫検査及び駆除（毎学期）
・トラホームの治療 ・要抜去歯の除去

31 渡辺 フサエ 106 ・フッ素塗布

32 末岡 百合子 91 ・トラホームの治療 ・照度測定 ・流行性感冒、耳鼻科疾患に対する予防

33 都築 ハルエ 92 ・歯科、トラホームの指導 ・中学校女子に対する性教育（月経指導主）

34 末岡 百合子 94 ・健康相談 ・伝染病、食中毒の予防 ・身体虚弱児童に対する保健指導

35 都築 ハルエ 95
・学校管理下における災害事務 ・ＢＣＧ潰瘍の問題
・弁当調査からの栄養指導（小学校）給食＝副食

36 末岡 百合子 103 ・ぎょう虫検査 ・耳鼻科疾患対策 ・う歯予防対策 ・健康手帳の活用

37 都築 ハルエ 114 ・清潔指導 ・近視の予防 ・「保健管理の手引き」

38 都築 ハルエ 129 ・予防接種 ・「養護教諭執務の手引き」

39 都築 ハルエ 160 ・ぎょう虫検査 ・健康手帳の活用 ・「小・中学校保健学習指導資料集」

40 重高 タケコ 不明
・仮性近視に対する「ミネラル水」点眼指導 ・初潮指導
・学校保健センターとしての取り組み
・学校保健委員会、生徒保健委員会の取り組み

41 重高 タケコ 208
・健康管理、指導の強化 ・学校伝染病対策（風疹、集団赤痢、白せん
・校内における学校安全、管理、指導

42 重高 タケコ 229 ・生徒指導面への係わり ・健康相談 ・検尿実施 ・「保健指導の手引き」

43 白井 峯子 239
・心臓検診と管理 ・ランドルト氏環による視力測定 ・肥満児対策
・生活習慣指導 ・「養護教諭執務実態」

44 白井 峯子 252 ・近視予防対策のすすめ、学校管理下における災害発生状況調査報告

45 秋定 ハマ子 263
・立ちくらみに対する指導 ・教職員の健康管理 ・学習環境
・う歯予防とフッ素イオン導入 ・耳鼻咽喉疾患対策 ・保健意識調査

46 秋定 ハマ子 281 ・思春期貧血の実態調査 ・心臓検診 ・心臓手帳 ・「純潔教育実態調査」

47 白井 峯子 295
・高校生における起立性調節障害について ・素足と体力
・児童生徒の肥満児、るいそう児の実態とその考察

48 米本 峯子 305
・児童生徒の尿検査の実態
・「養護教諭の執務の手引き ～第１次改訂編～」

49 米本 峯子 333
・正しい姿勢の生活化をめざして ・児童の病欠率と大気汚染との関係
・肥満児の間食と遊び

50 秋定 ハマ子 385 ・朝食調べ

51 秋定 ハマ子 440 ・「学校における保健安全指導資料」

52 米本 峯子 501 ・近視予防対策とその指導 ・う歯予防対策とその指導

53 国貞 喜美江 533
・性教育の指導資料づくり ・思春期に起こりやすい過換気症候群と手当
・心身に問題を持つ生徒の取扱い ・「養護教員体験事例集～第１集～」

54 秋定 ハマ子 535 ・学校保健委員会と心電図検査について ・健康診断事例調査と大気汚染

55 秋定 ハマ子 535 ・肥満について ・姿勢指導 ・「養護教員体験事例集～第２集～」

56 国貞 喜美江 543
・関節痛、腰痛の実態と問題点
・保健室を訪れる児童生徒の健康阻害と保健指導

57 国貞 喜美江 543
・保健指導、相談における養護教諭、保護者、担任の連携のあり方
・扁平足の調査研究 ・「養護教諭執務の手引き～第２次改訂版～」

58 秋定 ハマ子 543 ・貧血調査と食事調査を実施して ・性に関する指導資料集

59 秋定 ハマ子 549 ・低比重による献血不適生徒の生活実態調査

60 石田 浄海子 549 ・喫煙に関する指導 ・心臓検診の実施について ・「性教育実態調査」

61 石田 浄海子 551 ・児童生徒の体力づくりと運動障害 ・保健室におけるカウンセリング

62 石田 浄海子 548 ・教室環境によるインフルエンザ予防対策について ・性教育指導資料

63 石田 浄海子 585 ・「あゆみ～山口県養護教員会」

研 究 年 報



平成元 小笠原 鈴音 628 ・児童生徒の心の健康について

2 小笠原 鈴音 633 ・保健管理に関するデータ処理（パソコン）について

3 若松 悦子 647 ・「養護教員体験事例集～第３集～」

4 若松 悦子 661 ・学校保健における小児成人病の予防について

5 原田 優子 662
・望ましい保健室経営の在り方
・性教育、保健指導における養護教諭の係わり方

6 原田 優子 662 ・「養護教諭執務の手引き～第３次改訂編」

7 原田 優子 661
・アレルギーのある児童についてサポートのあり方
・地域に根差した健康教育

8 原田 優子 668
・心と体の実態をとらえた保健室経営をめざして
・発達段階に応じた性教育

9 原田 優子 663
・主体的に生きる力を育む保健指導 ・心に悩みを持つ子どもとの係わり方
・「健康診断の手引き」

10 原田 優子 672
・心身に問題を持つ児童生徒へのアプローチの仕方
・生きる力を育てる健康教室

11 平井 妃富美 664 ・保健室における相談活動について ・生きる力に基礎をおく健康教育

12 平井 妃富美 660
・心身に問題を持つ児童生徒へのアプローチの仕方
・生活習慣の見直しと改善への働きかけ ・「保健指導実践事例集」

13 平井 妃富美 659
・学習指導要領 色でコミュニケーション・健康づくりと生きがい問題行動と子ども達
・事例研究・障害をもつ児童生徒への対応・相談活動 ・教育相談ネットワーク
・スクールカウンセラーの立場から見た養護教諭

14 平井 妃富美 662
・ADHD・LD児の理解と対応 ・性教育と保健学習 ・救急処置の実際
・養護教諭と音楽療法 ・調査研究の進め方 ・教育活動と相談活動

15 平井 妃富美 659
・災害時の危機管理 ・養護教諭とカウンセリング ・養護教諭の職務
・救急処置の実際 ・「養護教諭から見た子どもたちの性」

16 平井 妃富美 657
・養護教諭と保健学習 ・救急処置の実際 ・複数配置校の教育実践
・コミュニケーションづくり

17 平井 妃富美 655
・AEDを使った救命救急法について ・学校危機管理とこころのケアについて
・時代に即した養護教諭のあり方を求めて

18 平井 妃富美 646
・AEDを使った救命救急法について ・保健学習について
・保健室経営について ・ 「Ｌｅｔ’ｓ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ保健学習」

19 伊藤 敏子 640
・AEDを使った救命救急法について ・保健室経営について
・特別なニーズをもつ子どもへの支援について

20 伊藤 敏子 631
・AEDを使った救命救急法について ・現代的な健康課題に対応する養護
教諭
・元気のでる糖尿病教室 ・児童虐待と生命の危機

21 久保 明子 623
・AEDを使った救命救急法について ・学校保健安全法と養護教諭の役割
・学校における新型インフルエンザへの対応
・特別支援教育における養護教諭の役割 ・学校保健におけるＨＰの活用

22 久保 明子 612
・ＡＥＤを使った救命救急法について ・養護教諭の職務
・学校保健の進め方 ・「養護教諭の職務 ハンドブック2010」

（｢ 」はのぞみ以外の研究物）


