＜採択結果１２月１日（土）＞

【課題別セッション】
J 会場（4F 410 会議室）
【課題別セッション】 12 月 1 日（土）15:50～17:05
座長：土井 豊（東北生活文化大学）
K-1pJ01 津波学校防災に関する研究１～津波防災教育の教材化と授業実践による検討
○千葉 保夫（元 宮城教育大学）
K-1pJ02 津波学校防災に関する研究２～3・11 から 3 年・７年後における東南海地方小学校での防災意識の変
化と課題に関する検討
○伊藤 常久（東北生活文化大学短期大学部 生活文化学科）
K-1pJ03 津波学校防災に関する研究３～沿岸部学校の津波リスクに関する防災チェックリストの開発
○数見 隆生（宮城教育大学名誉教授）

【一般発表（口演）】
12 月 1 日（土） 午後
H 会場（4F 408 会議室）
「３.発達・発育・発達障害①」 12 月 1 日（土）14:00～14:36
座長：香田 由美（門司学園高校）
O-1pH01 通常学級に在籍する児童生徒の感覚特性の実態と支援の課題
○角田 愛（茨城大学大学院 教育学研究科 養護教育専攻）
O-1pH02 小学校における発達障害児に対する養護教諭の支援プロセス
○井上 蓉子 (町田市立鶴川中学校)
O-1pH03 先天性心疾患患者の運動許容条件について
‐医療と教育現場の連携による運動許容条件の構築に関する研究（最終報告）‐
○宮本 隆司（北里大学医学部 心臓血管外科）
「5.諸種の疾病とその問題」 12 月 1 日（土）14:39～15:15
座長：古賀 由紀子（九州看護福祉大学）
O-1pH04 教育現場の非医療職種者に対する夜尿症講演を介した啓発活動の取り組み
○西崎 直人（順天堂大学 医学部附属浦安病院 小児科）
O-1pH05 院内学級の担任をする教師の専門性獲得のプロセス
○副島 賢和（昭和大学 大学院 保健医療学研究科）
O-1pH06 近親者にがん患者のいる児童生徒のがんについての意識
○杉崎 弘周（新潟医療福祉大学）
「7.メンタルヘルス・心身症①」 12 月 1 日（土）15:18～15:42
座長： 鈴江 毅（静岡大学）
O-1pH07 児童の内在化・外在化問題に関連する家庭および学校要因の検討
○岩田 昇（広島国際大学 心理学部 心理学科）
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O-1pH08 多数の人格を認めた解離性同一性障害の思春期症例
○岡 知加（三重県立こころの医療センター 診療）
「10．生活習慣・生活リズムと健康問題①」 12 月 1 日（土）15:45～16:21
座長：山梨 八重子（前熊本大学）
O-1pH09 中学生の健康生活の変遷－35 年間(1982 年～2017 年)にわたる調査結果の分析－
○沢田 孝二（山梨学院短期大学保育科）
O-1pH10 血中脂質値の改善を要する児童を対象とした生活習慣改善プログラムの評価
○叶内 茜（東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科）
O-1pH11 ドイツ国際平和村における「平和教育」の取組みについて
○角田 弘子（日本ウェルネススポーツ大学）
「10．生活習慣・生活リズムと健康問題②」 12 月 1 日（土）16:24～17:00
座長：入谷 仁士（熊本大学）
O-1pH12 大学生における夏期休暇後の精神的健康度と夏期休暇中の生活習慣
○佐々木 浩子（北翔大学 教育文化学部）
O-1pH13 高校生のバスケットボールでの負傷要因に関する検討
－骨折による負傷に着目して－
○三浦 卓（医療法人 鉄友会 宇野病院、愛知みずほ大学 大学院 人間科学研究科）
O-1pH14 公立学校教職員における公務災害・通勤災害の補償状況
○鈴木 雅子（十文字学園女子大学 人間生活学部 人間発達心理学科）
会場 I（4F 409 会議室）
「14.健康管理･疾病予防･健康診断･救急処置活動等①」12 月 1 日（土）14:00～14:48
座長：宮尾 克（公社・名古屋産業科学研究所）
O-1pI01 小中学校における結核検診成績の変遷（2007-2017 年）
○康井 洋介（慶應義塾大学 保健管理センター）
O-1pI02 学生における尿中 Na および K 濃度が血圧に及ぼす単独および複合影響
○長友 奈央（和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科）
O-1pI03 沖縄県の小学生における社会経済状況と齲蝕との関連
○我部 杏奈（琉球大学大学院保健学研究科）
O-1pI04 石原式色覚異常検査表誤読者の色彩識別能力評価について
○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）
「16.健康相談・相談活動・心のケア」12 月 1 日（土）14:51～15:27
座長： 吉田あや子（長崎県立大学）
O-1pI05 保健室での健康相談活動場面における熟練養護教諭の思考様式
－中学生への対応場面の分析から－
○岩波 詩野（千葉大学大学院 教育学研究科）
O-1pI06 大学生の心理的成長に伴う家族への気持ちと態度の変化のプロセス
―M-GTA を用いた分析―
○渡邉 みな美（秋田市立勝平小学校）
O-1pI07 表情分析に関する研修受講が学生の健康観察能力に与える影響の検討
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－養護教諭志望学生の微表情検知テスト結果の分析から－
○工藤 宣子（千葉大学 教育学部）
「17.保健指導・保健学習①」12 月 1 日（土）15:30～16:06
座長：赤田 信一（静岡大学）
O-1pI08 危険行動防止のための規範意識の育成を重視した授業の評価
○片岡 千恵（筑波大学体育系）
O-1pI09

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 －「酒・薬物）」と「たば
こ」について－
○面澤 和子（弘前大学教育学部（名誉教授））

O-1pI10 個別保健指導再考（４）―評価と指導のあり方―
○谷山 茉里子（石川県立七尾東雲高等学校）
J 会場（4F 410 会議室）
「11.食生活の問題・食物アレルギー①」12 月 1 日（土）14:00～14:24
座長：山口 光枝（山形県立米沢栄養大学）
O-1pJ01 学校給食における食べ残しの多い給食の要因は何か：給食管理記録簿を用いた
検討
○高橋 澄子（女子栄養大学大学院 栄養学研究科）
O-1pJ02 都道府県発行の食物アレルギー対応マニュアルにおける校内研修の内容分析
○高垣 春乃（川崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育学科）
「19.性教育・性の多様性と学校①」12 月 1 日（土）14:27～15：03
座長：秋月 百合（熊本大学）
O-1pJ03 大学生の性自認と性的マイノリティー（LGBT）の理解
○藤原 寛（京都府立医科大学 小児科）
O-1pJ04 教育学部生の妊孕性・不妊に関する知識の実態
○楠木 祥子（福岡県立修猷館高等学校）
O-1pJ05 プログラム化された性教育が性感染症発生率、人工妊娠中絶率に与える影響
○池田 行宏（近畿大学 医学部）
「13.養護教諭の仕事と保健室の在り方」12 月 1 日（土）15：06～15:42
座長：松田 芳子（熊本大学）
O-1pJ06 居場所としての保健室と教室の心理的機能に対する大学生の認識について
○河本 肇（広島修道大学 健康科学部 心理学科）
O-1pJ07 子供の生活認識と情緒的発達を育て百歳までの QOL
○鎌田 尚子（女子栄養大学名誉教授）
O-1pJ08 現職養護教諭に対する卒後教育の試みとその課題
○小林 央美（弘前大学 大学院 教育学研究科）
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【一般発表（ポスター）】
12 月 1 日（土） 午後
ポスター準備
ポスター討論

15：30～16：00
ポスター掲示 16：00～17：30
16：00～16：45（演題番号 奇数），16：45～17：30（演題番号 偶数）

E 会場（3F 302・303 会議室）
「1.学校保健の原理・歴史・制度」
P-1pE01 色盲の医学モデル：強制的学校色覚検査の言説分析
○森谷 亮太（宇都宮大学 国際学研究科 博士後期課程）
P-1pE02 看護学部生における学士力育成に向けた卒業時の自己評価の解析
○豊島 幸子（足利大学看護学部看護学科）
P-1pE03 戦後改革期における養護教諭の位置づけに関する一考察
－ＰＨＷに対する説明の分析から－
○鈴木 裕子（国士舘大学 文学部 教育学科）
「3.発育・発達・発達障害」
P-1pE04 出生体重と中学 3 年時の肥満との関連：母子保健情報と学校健診情報の連接による疫学研究
○吉田 都美（京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 薬剤疫学分野）
P-1pE05 自閉スペクトラム症傾向のある夫を持つ妻が内在化する否定的まなざし
―混合研究法による検討―
○出口 奈緒子（東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科）
「7.メンタルヘルス・心身症」
P-1pE06 精神的健康に対する怒り喚起場面での友人によるサポート知覚と怒りに対する対処行動との関連
‐高校生を対象とした予備的研究‐
○石田 実知子（川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科）
P-1pE07 高校生の精神的健康に対する怒り喚起場面での友人によるサポート知覚と対人ストレス認知との関連
‐予備的研究‐
○渡邊 真紀（玉野総合医療専門学校 作業療法学科）
P-1pE08 女子中学生の幸福感受イベント頻度とポジティブ気分およびネガティブ気分との関連
○井村 亘（玉野総合医療専門学校 作業療法学科）
P-1pE09

DUP(Duration of Untreated Psychosis)に関する養護教諭の認識
○欠ノ下 郁子（郁子東京工科大学 医療保健学部 看護学科 聖心女子大学大学院）

P-1pE10 学級集団における相互作用が子どもの社会的スキル訓練の効果に及ぼす影響の現状と課題
○堀川 柚（早稲田大学大学院 人間科学研究科）
P-1pE11 20 代男女の精神科受診意図に影響を及ぼす要因の検討
―統合失調症を例として―
○前島 あい（東京学芸大学大学院 教育学研究科 養護教育専攻）
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「8.いじめ問題・虐待問題」12 月 1 日（土）
P-1pE12 文献的な報告に基づくいじめ場面における傍観者の利益構造のモデル化とその妥当性の検証
○五十棲 計（滋賀大学大学院 教育学研究科 学校教育専攻）
P-1pE13 「いじめ自殺」過去 10 年間から見える要因
○金岡 哲二（元日本赤十字豊田看護大学）
P-1pE14 学校外教育プログラムによる虐待予防教育実施に関する質的研究
―CAP プログラム実施者の視点から
○岡野 慎也（滋賀大学）
「10.生活習慣・生活リズムと健康問題」12 月 1 日（土）
P-1pE15 放課後等デイサービスの児童生徒の疲労と睡眠に関する健康評価
○大川 尚子（関西福祉科学大学 健康福祉学部 健康科学科）
P-1pE16 看護学生の睡眠の質の違いに関する基礎的研究－PSQI を用いて－
○大重 育美（日本赤十字九州国際看護大学）
P-1pE17 高校生を対象とした健康調査における欠測データの特徴
○上地 勝（茨城大学 教育学部）
P-1pE18 排便状況と生活習慣・ストレスとの関連と養護教諭の支援
○大益 史弘（山形県立米沢栄養大学大学院）
P-1pE19 家族背景が影響している中学生の健康問題に対する養護教諭の支援の実態
○伊藤 春香（お茶の水女子大学 文教育学部 人間発達科学科）
「11.食生活の問題・食物アレルギー」12 月 1 日（土）
P-1pE20 給食に対する意識と残食量についての実態調査ー中国の小学生を対象としてー
○劉 知遠（茨城大学大学院 教育学研究科）
P-1pE21 男子大学生の味覚と生活習慣の関連
○井上 文夫（京都教育大学 教育学部 体育学科）
P-1pE22 中学校における食生活改善のための家庭連携型プログラムによる介入効果
○木林 悦子（園田学園女子大学 人間健康学部 食物栄養学科）
「13.養護教諭の仕事と保健室の在り方」12 月 1 日（土）
P-1pE23 養護教諭の感情労働 ―中学校教員・看護師との比較から―
○手塚 優那（千葉大学大学院 教育学研究科）
P-1pE24 背部中央への当てるタッチとさするタッチの脳活動の変化量の比較
○森田 一三（日本赤十字豊田看護大学）
「14.健康管理・疾病予防・健康診断・救急処置活動等」12 月 1 日（土）
P-1pE25 男子大学院生における基本 4 味の味覚閾値に関する調査
～全口腔法の検査液濃度を検討するための予備調査～
○小木曽 洋介（兵庫教育大学大学院）
P-1pE26 小学校における学校感染症対策の実際
○木村 奈々（慶應義塾大学 保健管理センター）
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P-1pE27 精巣捻転症への学校における取り組み
○山田 茉未子（慶應義塾大学 保健管理センター）
P-1pE28 学校の救急場面で役立つ臨床推論教育教材の開発
○丹 佳子（山口県立大学看護栄養学部看護学科）
P-1pE29 養護教諭に対する HPV ワクチンのリスク認知の検討
○鈴木 千絵里（千葉大学 大学院 教育学研究科 学校教育学専攻）
P-1pE30 養護実践でのバイタルサイン観察（第２報）-学校救急処置教育での活用○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-1pE31 思春期の健康生活評価指標としての尿中 8-hydroxydexyguanosine の有用性の検討
○玉江 和義（大分大学 教育学部）
P-1pE32 障害者職業訓練を受ける発達障害を有する青少年への就労を視野に入れた保健室の支援
○鵜野 澄世（淑徳大学 看護栄養学部 看護学科）
P-1pE33 養護教諭の臨床判断に関する一考察
○葛西 敦子（弘前大学 教育学部）

「16.健康相談・相談活動・心のケア」12 月 1 日（土）
P-1pE34 妊娠をした高校生に対する養護教諭の支援のあり方
○落合 賀津子（北里大学 看護学部 看護学科）
P-1pE35 相談相手の数と抑うつ・不安の関連を調査した横断・縦断的研究のレビュー
○西田 明日香（東京大学大学院教育学研究科身体教育学）
「17.保健指導・保健学習」12 月 1 日（土）
P-1pE36 道徳教育を意識した学校保健の授業づくりに関する実践的研究
○岡井 理香（広島大学 教育学研究科 教育学部 健康スポーツ科学講座）
P-1pE37 生活習慣を見つめ，健康を意識する力を育む健康教育
－「健康しらべ」の導入－
○内海 紗恵（神戸大学附属小学校）
P-1pE38 養護教諭の教育観・健康観が保健教育実践に与える影響
○竹内 夏海（鈴鹿大学短期大学部 専攻科 健康生活学専攻）
P-1pE39 薬剤師が中高生から受けた医薬品使用に関する相談：質問紙調査の結果から
○砂金 委久子（兵庫教育大学大学院）
P-1pE40 高等学校保健体育科教師の実態調査研究―保健・体育・部活動に着目して―
○金子 元貴（千葉大学大学院 教育学研究科）
P-1pE41 中学生の心肺蘇生法講習のあり方の検討－メンター制を導入して－
○宇都宮 朝奈（広島市立砂谷中学校）
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「19.性教育・性の多様性と学校」12 月 1 日（土）
P-1pE42 性に関する対話的学びのためのカードゲーム教材「CROSS OPINION」の有効性の検討
―生徒と教師の発話に着目して―
○石井 里佳（高崎市立高崎経済大学附属高校）

P-1pE43 特別支援学校の性教育の現状と課題について
○佐脇 まり（鈴鹿大学短期大学 専攻科 健康生活学専攻）
「21.学校安全・危機管理・学校防災」12 月 1 日（土）
P-1pE44 中学生が運動系部活動中に受診を伴う負傷となる発生状況
―土曜・日曜の負傷に焦点をあてて―
○下村 淳子（愛知学院大学 心身科学部 健康科学科）
P-1pE45 児童・生徒の口腔の負傷状況・要因の変化
○森田 一三（日本赤十字豊田看護大学）
「22.学校保健組織活動・学校と地域の連携」12 月 1 日（土）
P-1pE46 小学生と赤ちゃんのふれあい事業の実施とその評価
○足助 麻理（埼玉大学 大学院 教育学研究科 学校保健学専修）
P-1pE47 学校生活上の支援が必要な児の把握において養護教諭が着目する幼稚園・保育所からの情報および
情報の支援への活用
○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）
「23.ヘルスプロモーション・国際保健」12 月 1 日（土）
P-1pE48 「体重の旅・人生ゲーム」による食育指導（第二報）
○小袋 伸枝（浦和学院高校）
P-1pE49 歯科保健を学校の文化として根付かせる試み
○星岡 賢範（市民活動団 SORA、ほしおか歯科医院）
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