
 

Ⅱ 保健班関係事業 

 

 

１ 健康管理の強化 

 (1) 県立学校児童生徒の健康管理 

県立学校における児童生徒等の健康診断は、学校保健安全法第１３条第１項の規定に基づき実施して

いる。 

① 検査の項目 

1.身長及び体重 2.栄養状態 3.脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 4.視力及び 

   聴力 5.眼の疾病及び異常の有無  6.耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 7.歯及び口腔の疾病及び異

常の有無 8. 結核の有無  9.心臓の疾病及び異常の有無  10.尿 11.その他の疾病及び異常の有無 

② 実施の時期 

 毎学年、６月３０日までに実施する。 

 ただし、疾病その他やむを得ない事由によって当該期日に健康診断を受けることができなかった者 

に対しては、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行うものとする。 

③ 検診内容 

1. 結核の有無 

県立高等学校第１学年の生徒全員に対して胸部エックス線撮影を行う。精密検査を要すると診断

された者は、必要な検査を行う。 

2. 心電図検査 

県立特別支援学校、県立中学校及び県立高等学校における教育活動を円滑に実施するため、児童

生徒の心臓の疾病及び異常を早期に発見し、医療管理・生活管理等の事後措置の充実を図っている。 

3. 尿検査 

児童生徒の尿検査の実施により、腎臓疾患の早期発見に努め、健康管理の充実を図っている。 

     それ以外の項目については、学校保健安全法施行規則に基づき実施する。 

  

(2) 学校職員の健康管理 

  [学校保健安全法第１５条に基づく健康診断] 

県立学校における職員の健康診断は、学校保健安全法第１５条第１項の規定に基づき実施している。 

  ① 検査の項目 

   1.身長、体重及び腹囲 2.視力及び聴力 3.結核の有無 4.血圧 5.尿  6.胃の疾病及び異常の有無

     7.貧血検査 8.肝機能検査 9.血中脂質検査  10.血糖検査 11.心電図検査 12.その他の疾病及び 

      異常の有無 

  ② 実施の時期 

    定期に実施している。 

  ③ 検診内容 

   1.結核の有無 2.尿検査 3.胃の疾病及び異常の有無 4.貧血検査 5.肝機能検査 6.血中脂質検査

  7.血糖検査  8.心電図検査 

    

 



 

④ 事後措置 

    健康診断にあたった医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、か

つ、その職務内容及び勤務の強度を考慮して、生活、医療の面の区分を組み合わせ指導区分を決定す

る。校長は、医師の指導区分に基づき事後措置を行う。 

  [県立特別支援学校等職員腰部検診] 

      県立特別支援学校職員の勤務態様の特殊性を鑑み、職員の腰部疾患の早期発見に努めるとともに、勤

務能率の向上と健康管理の徹底を期し、教育活動の円滑化を図っている。 

  ① 対象者 

県立特別支援学校職員 

  ② 実施方法 

   第１次審査････アンケート審査 第２次審査････エックス線撮影フイルム審査 

 

２ 保健教育の充実 

 (1) いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業 

         子どもたちの健康課題解決や健康教育の推進を図るため、平成１８年度に「いきいきちばっ子健康・体

力づくりモデルプラン」を策定し、リーフレットや冊子の配布、実践発表会等を行った。２３年度からは

「いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラン」の更なる活用を図るため、「いきいきちばっ子「元

気アップ・プラン大作戦」コンクール」を実施している。各期に認定証の交付、年間を通じて取組のあっ

た学校に優秀賞、奨励賞を授与している。 

 

(2) 養護教諭初任者研修（総合教育センター主管） 

養護教諭初任者を対象に、教育者としての使命を自覚させるとともに、専門職としての基礎的研修を

行い実践的指導力と資質の向上を図った。 

  （下記の研修以外に、３０時間以上の校内研修が義務づけられている。） 

期   日 内      容 会   場 

  ５月１６日（金） ・開講式(初任者研修と合同)千葉県の教育課題等 千葉県文化会館 

 ５月１７日（水） 
・魅力ある保健室経営・教員としての倫理観 
・児童虐待の現状と養護教諭の役割 

総合教育センター 

６月  ７日（水） 
・接遇の基礎・教職員のストレスマネジメント 
・学校における応急手当の考え方とその実際 

総合教育センター 

 ７月２４日（月） 
・健康相談の理論と実際，児童生徒の健康問題の

把握と指導，教育相談活動 
総合教育センター 

 ７月２６日（水） 
・保健教育について・体育，保健体育，保健分野

及び科目の授業づくり 
総合教育センター 

８月  ３日（木） ・異校種交流，発表  

８月  ４日（金） 
・学校保健データ処理と活用（コンピュータによ

るデータ管理） 総合教育センター 

  ８月１８日（金） 
・学校環境衛生の推進と感染症への対応  
・養護教諭としての連携の在り方 
・LD児・ADHD児等の理解とその指導 

総合教育センター 



 

  ８月２２日（火） 
・自己研修課題研究の進め方 

・学校安全と養護教諭の役割 
総合教育センター 

１０月 ４日（水） 

１１月１８日（金） 

・担任と養護教諭による授業(TT)の実際， 

保健室経営について 

市川市立稲荷木小学校 

市川市立福栄中学校 

１２月 １日（金） 
・自己研修課題研究の発表 

・保健組織活動の在り方 
総合教育センター 

  ２月 ７日（水） 
・性に関する指導と養護教諭の関わり 

・教員の資質向上を図る能動的自立研修の進め方 

・閉講式 

総合教育センター 

 

(3) 養護教諭５年経験者研修（総合教育センター主管） 

 教職経験５年を経過した養護教諭を対象に、専門職として知識・技能と併せ、広く学校教育全般にわ

たる現状や課題についての識見を深め、養護教諭としての実践的指導力と資質の向上を図った。  

 

  ＜専門研修のみ記載＞ 

期   日 内      容 会   場 

  ５月１７日（水） 

・千葉県の教育施策 

・教員としての倫理観の高揚，魅力ある保健室 

・魅力ある保健室経営 

総合教育センター 

  ７月１２日（水） 

・保健室経営の基本と展開～学校保健安全法を受

けた「保健指導」のプロセス～ 

・生涯のある児童生徒の保健室対応の久々宇 

総合教育センター 

９月 ６日（水） 

・学校保健の現状と養護教諭の役割・相談面接法

の理論と実際・生徒指導の機能を生かした豊か

な人間関係づくり・ＩＣＴ活用と情報モラル 
総合教育センター    

１０月 ４日（水） 

１１月１３日（月） 

・担任と養護教諭による授業(TT)の実際， 

保健室経営について 

市川市立稲荷木小学校 

市川市立福栄中学校 

１月２４日（水） 
・危機管理における養護教諭の在り方・食育の 

指導と実際・自己研修テーマに基づく研修成果 総合教育センター 

 

(4) 中堅教諭等資質向上研修（養護教諭）（総合教育センター主管） 

   教職経験が１０年を経過した養護教諭を対象に、専門職としての知識・技能と併せ、広く学校教育全

般にわたる現状や課題について識見を深め、養護教諭として実践的指導力と資質の一層の向上を図った。

  また、夏季休業等に６日以上の課題別研修を選択して実施した。 

 

 ＜専門研修のみ記載＞ 

期   日 内      容 会   場 

５月１２日（金） 
・養護教諭の職務と課題への対応 

・児童虐待の現状と対応・自己研修課題の立案 
総合教育センター 

６月２３日（金） ・養護教諭による教育相談のあり方 総合教育センター 

１０月２０日（金） 
・学校保健組織活動 

・保健教育の実際－授業実践を通して－ 
総合教育センター 

１月１９日（金） ・自己研修課題に基づく研修成果の発表 総合教育センター 

 

 



 

 (5) 保健室健康相談研修会 

  教職経験２年目の養護教諭、教職経験が１０年を経過した養護教諭の希望者及び公立学校養護教諭で

教職経験1年以上の者の希望者を対象に健康相談の知識や技術の研修を行い、その資質の向上を図った。 

 

期   日 内      容 会   場 

  ７月２５日(火) 
・養護教諭のためのカウンセリング 

・性的マイノリティとされる児童生徒の理解 
千葉県教育会館 

１２月 ５日(火) 
・事例検討の基礎知識 

・班別事例研究協議 
総合教育センター 

 

 (6) 学校保健講習会 

      学校医、学校歯科医、学校薬剤師の職務内容と当面する諸課題について研修し、執務の充実を図り、

  学校保健の向上を期して開催した。 

 

期   日 内      容 会   場 

１２月 ７日(水) 運動器検診の事後措置 千葉県医師会館 

１１月 ２日(木) 学校歯科医の執務についての現状把握と共通理解及び講演 千葉県歯科医師会館 

２月２５日(日) 学校薬剤師の執務についての現状把握と共通理解及び講演 千葉県薬剤師会館 

 

(7) 千葉県学校保健研修会 

    学校健康教育の当面する諸問題について研修を深め、その充実発展を図るとともに健康な児童生徒 

  の育成を期して開催した。 

 

期   日 内      容 会   場 

１１月８日(水) 

・優れた実践活動や研究成果の発表 

・講演｢学校におけるアレルギー疾患への対応につい

て｣文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課  

学校保健対策専門官 北原 加奈子 氏 

・学校健康教育（保健・給食・安全）の充実に,多年

にわたり尽力した個人及び団体表彰 

千葉県文化会館 

 

(8) 教職員対象救急法講習会 

  県内公立学校の教職員を対象に、児童生徒の緊急事故発生等に備えるための学校における救急体制整

備の一環として実施し、救急法の正しい知識・技能を習得するとともに、指導力の向上を図った。 

（合計２９５名） 

 

期   日 会  場 内  容 

５月 ９ 日（火） 

５月１７日（水） 

５月２４日（水） 

５月２６日（金） 

５月３０日（火） 

東葛飾研修所 

大網白里アリーナ 

浦安市中央公民館 

多古町コミュニティプラザ 

君津教育会館 

午前 学科・救急法概論 

    実技・心肺蘇生法・AEDの取り扱い 

午後 実技・心肺蘇生法・AEDの取り扱い 

      ・気道異物除去 

     ・健康安全プログラム 

 

 

 

 



 

３ 学校環境の整備 

(1) 環境衛生検査器具の整備 

   学校保健安全法第６条及び学校環境衛生基準に基づき、学校において行う環境衛生検査が円滑に実施

できるよう、管理校に配置してある検査器具を更新整備した。 

 

(2) 簡易専用水道施設等の管理状況検査の実施 

   水道法第３４条の２第２項の規定により、県立学校･教育機関のうち簡易専用水道施設の衛生管理の

徹底を図るため、管理状況検査を指定検査機関に委託して実施した。 

 

 (3) 受水槽等の清掃の実施 

   水道法及び千葉県小規模水道条例の規定に基づき、受水槽、高置水槽等を保有する県立学校及び県教

育機関において、年１回以上清掃を実施し衛生管理の徹底を図った。 

 

４ 性教育、エイズ対策関連事業 

(1) 性教育研修会 

   近年、児童生徒の身体的生理的発達が早まっており、性に関する意識や価値観が多様化するとともに、

児童生徒を取り巻く家庭・地域環境も大きく変化している。このような中、性の逸脱行為や性感染症の

増加が問題になっており、学校における性に関する指導の充実は喫緊の課題である。 

   このため、学校教育における性教育やエイズに関する指導の一層の充実を図る必要があり、小・中・

高・特別支援学校の教員及び関係機関担当者を対象に性教育研修会を開催し、資質の向上を図った。 

 

期   日 対   象 内      容 会   場  

８月２３日（水） 小・中・高・特他 
性教育に関する実践事例の発

表・講演 等 習志野文化ホール 

 

 

 (2) エイズリーフレット（小学校中学年用）の掲載 

   小学校中学年のエイズ学習指導で活用するため、最新の情報を盛り込んだリーフレットを、県教育委

員会ＨＰに掲載した。 

 

５ 薬物乱用防止対策事業 

 (1) 薬物乱用防止教育研修会 

   青少年における薬物乱用経験率は低下傾向にあり、防止教育や法令整備、取締などの対策が一定の効

  果を示していると考えられるが、その一方で、近年、危険ドラッグを使用したことによる死亡事故等が

  全国的に発生し、重大な社会問題となっている。また、薬物乱用防止に関する指導については、非行防

  止としての取組だけでなく、児童生徒の健康の保持増進の観点からの指導が重要である。 

   このため、小・中・高・特別支援学校の教員及び関係機関担当者を対象に、薬物乱用防止教育研修会

を開催し、指導者としての資質の向上を図った。 

 

期   日 対  象 内      容 会   場 

 ７月２７日(木) 小・中・高・特 
専門家による講演・講義 

及び実践発表 
習志野文化ホール 

  

(2) 標語募集 

   児童生徒から薬物乱用防止に関する標語を募り、啓発の効果を高めた。 

   （募集期間 ４／６～７／７ ２９年度応募作品数 ５７，４５０点） 

 

 

 

 

 



 

 

６ メンタルヘルス対策事業 

 (1) 「教職員こころの健康相談」の実施 

   教職員本人、その家族、又は所属の管理職が、県内２５箇所の医療機関で面接相談できる「教職員ここ

ろの健康相談」を公立学校共済組合千葉支部の事業として実施した。 
 
 (2) 「教職員メンタルヘルス研修会」・「県立学校職員メンター研修会」の開催 

   新任管理職等を対象に研修会を開催し、メンタルヘルスの重要性についての理解を深めるとともに、

人間関係や人事管理、リーダーシップやカウンセリングについて研修した。 

 

 (3) メンタルヘルス啓発資料の作成・配布 

   全教職員に、心の健康に関する基本的な知識や自己管理の方法、相談機関の紹介、予防対策や早期発

見のポイント、基本的な対応や留意点等を記載したリーフレットを配布して、正しい知識の啓発に努め

るとともに教職員の意識の高揚を図った。 

 (4) 千葉県教育委員会メンタルヘルスプランの普及・啓発 

   「千葉県教育委員会メンタルヘルスプラン」の普及啓発に努め、職場環境の整備や職場復帰支援の具

体的な対応を、研修会等で取り上げた。 

 

 (5) メンタルヘルス推進会議の開催 

   学識経験者、学校関係団体の代表者等を委員とし、メンタルヘルスに関する問題と実態、事業の成果

等を分析し、対応策について検討協議した。 

 

７ がんの教育推進事業 

学校における健康教育については、生涯を通じて自らの健康を適切に管理し改善していく資質や能力を

育成することが重要である。しかし、日本人の死亡原因の１位であるがんについて、がんそのものの理解

やがん患者に対する正しい認識を深める教育は不十分であると指摘されており、子供たちががんについて

関心を持ち、正しく理解し、適切な態度や行動をとることができるようにすることが求められている。 

   本事業は、「がん対策推進基本計画」及び「千葉県がん対策推進条例」を踏まえ、がんの教育を推進す

るに当たって、学校においてがん教育を推進するための教材及び指導資料を作成し、活用を促した。 

 

(1) がん教育リーフレット（中学校用）、指導案（中学校、高等学校用）の掲載 

中学校保健及び道徳向けのリーフレットと指導案、外部講師を活用した高等学校保健向けの指導案を

県教育委員会ＨＰに掲載した。 

 

(2) 外部講師の活用 

がんという専門性の高さに鑑み、学校での取組を支援するため、県健康づくり支援課の「がん教育に

係る外部講師派遣」について周知するとともに、学校に対して活用を促した。 

  

 ８ 関連事業・その他 

 (1) 学校歯科保健推進事業 

  学校歯科保健の内容としては、むし歯の治療や予防にとどまらず、歯周疾患の予防など広く口腔内

全体の健康つくりを目的として、次の事業を行っている。 

① 歯と口の健康週間 ６月４日（日）～１０日（土） 

1.歯と口の健康に関する指導の通知  2.歯と口の健康週間ポスターの配布  3.健歯児童生徒（特別支

援学校）の表彰  4.歯と口の健康に関する図画・ポスターの募集並びに表彰 

  ② 学校歯科保健優良校表彰 

     学校歯科保健を積極的に推進している学校を審査し表彰している。 

        ③ 生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業指定校（一般社団法人 日本学校歯科医会）を中心 

とした研究を行っている。 

④ 「歯科保健啓発リーフレット」の作成・配布 

   高等学校における歯科保健活動のより一層の充実を図るため、千葉県学校保健会に委託し千葉県歯

科医師会の指導と協力を得て、歯科保健啓発用のリーフレットを作成し配布している。 



 

 

   (2) 公立学校職員健康審査会 

① 神経・精神部会 

学校職員の健康管理の重要性に鑑み、特に神経・精神性疾患についての健康状態の審査を行い、休 

職中の職員への指導及び、円滑な復職への指導に資する。  

  ② 一般部会 

学校職員の健康管理の重要性に鑑み、罹患した場合、健康上及び教育上多大な影響を与える結核  

から児童生徒を守るため結核の早期発見に努め、学校教育の円滑な実施に資する。 

  ③ 特別部会 

    県立特別支援学校の職員の勤務態様の特殊性を鑑み、職員の腰部疾患の早期発見に努めるとともに、 

勤務能率の向上と健康管理の徹底を期し、教育活動の円滑化を図ることを目的とする。 

 

 (3) 児童生徒定期健康診断の実施結果の集計 

この調査は、学校保健安全法第１３条により各学校で毎学年定期的に行われることになっている健 

康診断の結果に基づき、児童生徒の健康状態を明らかにして、学校保健行政のための基礎資料を得る

ことを目的とする。 


