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学術大会のテーマ設定の背景
なぜ「School Health for All and a Sustainable Future

（全ての人々の健康と持続可能な未来のための学校保
健）」なのか．

第63回学術大会（野津大会⾧）の巻頭言にもあるよ
うに、世界情勢、社会環境や生活様式が急激に変化し、
科学技術が急速に発展している時代において、子供た
ちの健康と安全を守るためには、「次代を見据えた学
術的知見を創出していくことが，本学会には求められ
ている」との問題意識を引き継いだものである。

さらに、制度化された学校保健の枠内の研究だけで
は、子供・若者の健康に関する研究をカバーできない、
との思い。



転換期・変革期にある世界・社会
(transformation)

• 開発による問題観の転換
気候変動により世界規模に拡大した環境と健康，災害の問題
グローバリゼーションとネオリベラリズム（経済的新自由主義）
ミレニアム開発目標（MDGs）から持続可能な開発目標（SDGs）へ
開発途上国の問題から全ての国と地域の問題へ

• 学習観（学力観）の転換
「これからの時代に求められる資質・能力を育んでいくこと」（新学
習指導要領）
「….. ESDの実践・普及や学校間の交流を促進するとともに，ESDの深化
を図る。これらの取組を通して，持続可能な社会づくりの担い手を育
む。」（第3期教育振興基本計画）
キーコンピテンシー（OECD)・非認知的能力の重視



• 健康観・障害観の転換
Planetary Health, One Health, ecohealthの登場
若者の健康の社会生態学モデル
多様な特性を持った人の社会的包摂と社会的排除，社会格差の問題
「当事者研究」の意味するもの

• 研究観（科学観）の転換
EBM（evidence-based medicine)とNBM(narrative-based medicine)
質的研究の重要性の認識が高まる，客観主義から主観への注目
学問・科学分野の融合領域化，総合・複合領域化
研究者とは

• 発達観の転換
発達心理学から発達科学へ

相次ぐ，教育改革と大学改革（現場の混乱）
子供の問題の量的・質的変化
現代が社会の転換期・変革期であるなら，それを受け
て学校保健も転換期・変革期にあるはず





複雑化・多様化・拡大化する子供の問題

加え、学習障害や注意欠陥多動性障害，自閉症により，公立学校で通級によ
る指導を受けている児童生徒数、公立学校における日本語指導が必要な外国に
つながる児童生徒数、児童虐待、子供の貧困などの増加

「教師のためのSSW入門」大修館、2019より



来たるべき社会の特性とは
• 不確実性
• 不安定・大きな変動
• 多様化・複雑化
• 分断、階層化
• ボーダーレス，相互依存・相互影響
• 一体化と多極化（秩序と無秩序・混沌）
• 過去や現在からの予測上ではない
• 革新的技術（ITやAI）との共生



•「発達観の転換」と「研究観（科学観）の転換」
に関して
西田淳志先生が「健康⾧寿社会の基盤となる思春

期の健康と発達：日・英大規模出生コホート研究等
の成果から」というタイトルで

「子どもたちの⾧期的生涯に与えた影響（ライフ
アウトカム）を科学的・実証的に検証する」ために
実施されてきた「思春期発達コホート研究 (Tokyo 
Teen Cohort) の成果」について特別講演

主催校が企画した本学術大会の構成



•「学習観（学力観）の転換」に関して
岸学先生が「グローバル社会に必要なコンピ

テンシー（資質・能力）の育成ー OECDの枠
組みに基づく東京学芸大学の取り組み ―」と
いうタイトルにて

「多様化・複雑化するグローバル社会を生き
抜く力」を「OECDのFuture of Education and 
Skills 2030プロジェクトと文部科学省学習指導
要領とに着目し」東京学芸大学の実践から教育
講演



•「開発による問題観の転換」と「健康観の転
換」に関して

門司和彦先生が「グローバルヘルスとSDGs
のなかでの学校保健（School Health in the Era of 
Global Health and SDGs）」というタイトルで

「グローバリゼーションによって多様化し複雑
化する社会のなかで学童も含むすべての人々の
健康と生活を持続的に維持・推進していくこ
と」を目標に据えた「学校保健の役割とは」何
かについて教育講演



•「学習観（学力観）の転換」と「持続可能な開
発目標（SDGs）を踏まえたESD」の観点から

手島利夫先生が「教育職員としての新常識
～ＥＳＤを踏まえた教育改革とその要点～」と
いうタイトルにて

「Society５.0」未来創造型社会における学校
づくりの重要な一員として、ホールスクール・
アプローチ（機関包括型）の教育改革を進めて
いかなくてはならないという現実や、実際の教
育改革の進め方について教育講演



•「健康観・障害観の転換」の「社会的包摂」に関
して

上別府圭子先生が「小児がんをもつ子どもと家族のト
ランジションの支援」というタイトルで

医療の進歩に伴って、子ども時代に病いをもっても生
命予後が⾧くなってきた昨今だからこそ、医療の中での思
春期から成人期へ向けた「発達のトランジション」をいか
に支援するかという移行期支援の課題について教育講演

また、学会企画特別シンポジウム「当事者が語る多様な
社会と学校」にて

「全ての子供の学びを保障するために学校はどのような
場となりうるのか、健康と社会の多様性を包摂するケアリ
ングと学びのコミュニティとしての学校はどのようなもの
かについて、フロアの皆様と共に考える」シンポジウムを
企画



•「発達観の転換」と「障害観の転換」という観
点から
藤野博先生が「社会脳からみた人間の発達と

支援の新たな可能性−神経多様性の観点から」
というタイトルで

「人間の発達観を根本から変えるインパクト
をもち、インクルーシブな社会のあり方を考え
る際の重要な視座になる」神経多様性の考え方
について教育講演



•「新しい社会における学校保健研究の担い手とな
る人材育成」に関して

⾧谷川修司先生が「研究者、このクリエイティ
ブで人間的な職業」というタイトルにて

研究者になる、研究をするとはどういうことか。
「指導者、先輩、同僚、後輩などとの議論を日常
的に繰り返し、そのようなコミュニケーションが
研究の進展には必須であること」などを自らの経
験をもとに教育講演

若手セッションでは「今、若手が学校保健で
取り組むべき課題は何か？ 学校保健のこれからを
語ろう」というタイトルで

「若手研究者の交流推進と研究活性化を目指
す」場を企画



メインシンポジウム
• 「融合学術領域としての学校保健学の可能性 ―多様な学問領域，

理論と実践を串刺しする」において
転換期・変革期にある世界・社会における学校保健の在り方に

ついて、クロスボーダー、正にいかに細分化した学問分野・領域
を融合した研究や実践を行うか、との観点から問題提起し、議論
する。

「子供の健康や安全を取り巻く状況の変化により、多領域の学
問を融合、統合していかなければ解決できない新たな健康課題が
出現している。そのため、どのようにして人文社会科学、自然科
学の諸学問分野をいかに融合させ、子供の健康を護り高め、新た
な健康課題に対して生き抜く力を身につけていくのか、これから
の学校保健学の在り方を考えるシンポジウム」

難題を引き受けて下さったコーディネーター，シンポジスト，
指定討論者の先生方に感謝



園田恭一 , 川田智恵子編「健
康観の転換―新しい健康理論
の展開」東京大学出版会、
1995

「Ⅱ章 4. 慢性腎不全患者のク
オリティ・オブ・ライフ」を
執筆



「イノベーションはたいてい境界で生まれる．新
しいタイプのチャンスや課題の存在を示唆するパ
ターンが見つかるのもそこだ．」（「サイロ・エ
フェクト 高度専門化社会の罠」より）

これまで取り組んだ研究課題を振り返り，学校保
健学と健康社会学の境界を研究者・教育者として
生きてきた経験と両者の融合について考えを述べ
てみたい．



学校保健の研究のフロンティア

• 学校保健領域におけるフロンティアとは
• Border（境界）にいる研究者（マージナル・リ

サーチャー）である意味とは
• 学校保健，子供・若者の健康を健康社会学的に

見るとは



健康格差の社会的形成要因
• 川崎市における中年期死亡率の地域差，日本公衆衛生学雑誌 29：515-

521,1982（卒業論文）

• ソーシャル・キャピタルは子どもの健康格差を緩和する鍵となるか，学術の動
向 15（4）88-95, 2010

• 中学生における近隣の地域環境の質，個人レベルの social capital と抑うつ症状
との関連，日本公衆衛生学雑誌 58（9）：754-757,2011

• 養護教諭の語りから見た子どもの貧困と教育支援，学校保健研究，60（6）：
340-352，2019

【問題意識】健康格差は、どのような社会的要因により、
どのようなメカニズムで生み出されるのか？

「健康は、包摂的で持続可能な開発の達成の中核を成し、健康の社
会的決定要因に対処することで のみもたらされる。」『World 
conference on social determinants of health: all for equity. Summary report 
(Rio de Janeiro, Brazil, 19-21 October 2011) 』（日本語訳 p.8，
https://extranet.who.int/kobe_centre/sites/default/files/pdf/JA_World_Congr
ess_on_social_determinants_of_health_summary.pdf）



ソーシャル・キャピタルは子どもの健康格差を緩和する鍵となるか，学術の
動向 15（4）88-95, 2010



ソーシャル・キャピタルは子どもの健康格差を緩和する鍵となるか，学術の
動向 15（4）88-95, 2010



慢性疾患と共に生きる
• 慢性疾患患者の生活再建の構造とその要因に関する研究−成

人男子血液透析患者の分析から−
東京大学大学院医学系研究科 博士論文，1988

……….慢性疾患患者・障害者の課題としては，病気の発生以後，
絶えず健康や生活の変化に対処し，問題を解決したり，生活を
再編成していくことが重要だからである．したがって，まず家
族とともに病気・障害によるインパクトを受け止め，それによ
る生活解体の危機を経験した後，いかに生活を再建するかとい
う，発病前から今に至るまでの生活変容の過程を把握する必要
がある．

さらに，そこに介在する要因を明らかにすることが，現代社
会において病気や障害を持ちながら生きていくことの意味や良
好な生活の再建に関わる要因を探るために，重要となろう．



• がん患者と家族のためのサポートグループ（監訳・翻訳） 医学書院，
2003

• 難治性特発性ネフローゼ症候群患児における学校生活の現状と満足度，
日本小児腎臓病学会雑誌 27（ 2）： 119 -129，2014

• 病気と共に生きる子どもに対する発達保障のための学校組織ならびに教
員の支援プロセス―M-GTAを用いた分析―，学校保健研究 58 （3）：
154 -167，2016

• 病気と共に生きる子どもの成⾧発達のプロセス−当事者の語りの分析か
ら−，学校保健研究 60 （2）：76 -90，2018

• Qualitative Study of Wives of Husbands with Autism Spectrum Disorder: 
Subjective Experience of Wives from Marriage to Marital Crisis. Psychology , 9 
(1) 14 -33, 2018

【問題意識】現代社会において病気（人）や障害（者）と
ともに生きていくことの意味，良好な生活の再建やsocial 
well-beingに関わる要因を，社会的特性を踏まえて明らかに
する.
回復とは，共に生きるとは，social well-beingとは何か？



ストレス・メンタルヘルス研究
• 大都市地域の保健所における精神衛生活動の検討--問題行動が認められた精神分

裂病者の分析から，日本公衆衛生学雑誌 31（4）：159-169，1984（修士論文）

• 働く女性の職業キャリアとストレス ，日本労働研究雑誌 34（10）：14-29，1992

• 大都市における小学生の生活上のストレスと健康に関する研究，学校保健研究
35(9)：437-449，1993

• 疫学 職業性ストレスの疫学，産業精神保健ハンドブック１ 産業精神保健の基
礎，pp.324-344，1998，中山書店

• ソフトウェア技術者のストレス対策，産業衛生雑誌 44（3）：117-124，2002

• 高校生の問題行動と対人関係における信頼感の関連，学校保健研究 46 （1）：
44 -58，2004

• Psychosocial influences on physical, verbal, and indirect bullying among 
Japanese early adolescents, The Journal of Early Adolescence , 25(3): 268 -
297,2005

• 養護教諭の仕事関連ストレッサーと抑鬱との関連，学校保健研究 57（6）：
304-322，2016
（中澤理恵，学会賞受賞論文）



• いじめを容認する態度といじめに関わる役割行動に関する検討 学校保
健研究 58（3）：131-144，2016
（佐久間浩美，学会賞受賞論文）

• 福島県沿岸部の高校生が東日本大震災により受けた心身の健康への影
響：被災後のフォローアップ調査 学校保健研究 59（1）：3-18，
2016

【問題意識】どのような社会の仕組みや組織特性
が，社会的ストレス源を生み，メンタルヘルスに
影響を及ぼすのか．
健康格差を生み出す社会的要因のひとつとして
の社会的ストレス，災害等のソーシャル・サファ
リング．



人の国際移動、エスニック・マイノリ
ティの健康
• 日系ブラジル人児童生徒における日本での生活適応とストレス症状

の関連 : 愛知県下2市の公立小・中学校における調査から 学校保健
研究、46(6), 628-647, 2005

• Demography, Immigration Background, Difficulties with Living in Japan, 
and Psychological Distress among Japanese Brazilians in Japan, Journal of 
Immigrant and Minority Health , 8: 325 -338,2006

• Returning to the “Homeland”: Work-Related Ethnic Discrimination and the 
Health of Japanese Brazilians In Japan, American Journal of Public Health, 
98(4) 743-750, 2008

• Assessing a culturally appropriate factor structure of the Center for 
Epidemiologic Studies Depression (CES-D) scale among Japanese Brazilians, 
International Journal of Culture and Mental Health,  8(4), 426-445, 2015

【問題意識】なぜ人は国際移動するのか．その時にどの
ような体験をし，健康に影響が生じるのか．そのメカニ
ズムや要因は何か．エスニック・マイノリティーが健康
に暮らせる社会とは，どのような社会か．



ラオスの学校保健・エコヘルス
• 教育学からみたエコヘルス, 医学のあゆみ 250(11), 1048 – 1055, 

2014

• The ecosystem approach to health is a promising strategy in international 
development: lessons from Japan and Laos, Globalization and Health, 
11: 3, 2015  doi: 10.1186/s12992-015-0093-0

【問題意識】グローバル経済の渦に巻き込まれている世
界で，生態系の一部である人間が，健康，幸福になるた
めの，新しい健康観とそれに基づく実践（学校保健，健
康教育）が必要なのではないか．それはどのようなもの
か．どのようにして実現できるのか．



研究方法論
• 保健・医療のための研究法入門―発想から発表まで， 協同医書出版社，2001（監

訳）

• 実践や学問構築に生かす質的研究，学校保健研究，53(3)， 205 -207，2011

• 研究の進め方、論文の批判的読み方と書き方のポイント，日本健康相談活動学会誌，
6(1)， 28 -33，2011

• 研究のプロセスからみた論文の書き方の工夫，日本健康相談活動学会誌，8(1): 22 -

27，2013

• 養護教諭のための調査研究法入門: 疑問や悩みを力に変える!，少年写真新聞社，
2013

• 質的研究論文の書き方のヒント，日本健康相談活動学会誌，10（1）： 13 -20，
2015

• 養護教諭の実践に役立つエビデンスの評価と創り方，日本健康相談活動学会抄録集，
19，2017

• 学校保健領域で質的研究を始めよう，学校保健研究，59(6)： 401 −404，2018

【問題意識】研究法の背後には，独自の「科学観」や対象認識に関わ
る思想・哲学がある．新しい研究方法を知り，学問，科学，研究，人
間や社会，健康などの新しい見方と課題を探求し続ける必要がある．



転換期・変革期にある世界における，学校
保健とは，子供・若者の健康に関する研究
課題とは，どのようなものでしょうか？



本学術大会が参加者の皆様にとり，楽
しく意義深いものとなりますよう，2日
間スタッフ全員が力を合わせて務めて参
ります．

どうぞよろしくお願いいたします．


