
実施校 専門医の領域 内容 対象 感想

1 総合診療科 生活習慣
児童
教職員

〇話を聞く前は、遅く寝てしまったり起きる時間がばらばらだったりした。でも、お話を聞
いて早く寝ると記憶力があがったり、成長ホルモンが作られたりすることを聞いて、寝る
ことはとても大切だと思った。また、時間を無駄にしないことを聞いたので、時間を無駄
にしないで生活リズムを整えたい。

2 小児科
生活習慣
（肥満）

児童
保護者
教職員

〇紙芝居がわかりやすくて、今、この時期に肥満解消に向けて生活を見直し改善を図
ることが大切だということが親子で理解できた。今後は、食生活に気をつけて子どもを
育てたい。
〇紙芝居に出てきたAさんは、体が重くて遠足で歩けなかったので、これからは体が軽
くなるようにしたい。（児童）

3 内科
喫煙・飲酒・
薬物

乱用防止

児童
教職員

〇自分が将来、お酒を飲むことがあったら、今日のお話を思い出して、気をつけていき
たいと思いました。（児童）
〇アルコールの害について、知っているようで知らなかったこともたくさんあり、これから
飲酒の機会も増えるので、自分たちも考えて飲まなければいけないと感じた。（親）

4 放射線科
喫煙・飲酒・
薬物

乱用防止

児童
教職員

〇タバコを吸うことで、ニコチン依存症やCOPDなど、心と体の両方が病気になってしま
うことがわかった。家族や大切な人をタバコで失いたくないので、やめるように声をかけ
たいと思った。自分も最初の１本に手を出さないようにしたい。

5 内科
喫煙・飲酒・
薬物

乱用防止
児童

〇１本吸うと、なかなか止めにくくなり、どんどん寿命が短くなっていくところに驚いた。
大人になったら、タバコは吸わないようにしていきたい。
〇周りの人が吸っているタバコについてよくわかり、危険なことや「毒の玉手箱」と初め
て知った。親戚は止めたくても止められないと言っていたので、私は大人になったらタ
バコは吸いたくないと思った。

6 婦人科 いのち 児童

〇男女の成長で起きる体の変化や、差がたくさんあるのがわかった。「自立は依存先を
増やすこと」という言葉が印象に残ったので、大人になったら依存先をふやせるようにし
たい。いのちのことや体のことはもちろんだが、人間関係のことでもすごく勉強になっ
た。４つの健康が心に残っている。男子も女子もいろいろな悩みを持っていることが知
れてよかった。

7 整形外科
スポーツ
運動器

学校医
保護者
教職員

〇子どもが足を痛がるのを成長痛だと思っていたが、慢性のスポーツ障害という可能
性があると聞き、ロコモ体操などで柔軟性をつけて予防していかなければならないと
思った。
〇姿勢が悪いので「１に食育、２に姿勢・しっかり運動・しすぎに注意」を合言葉に声が
けをしていきたい。
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8 放射線科
喫煙・飲酒・
薬物

乱用防止
生徒

〇家族がタバコを吸っていても、自分は大丈夫だと思っていたが、受動喫煙という話を
聞いた。家族のためにも自分のためにも禁煙を勧めたいし、自分は大人になっても決し
てタバコを吸わないと宣言したい！
〇本当の自由は、時間、健康、お金をタバコに奪われないことだとわかった。
〇夢を叶えた方の話から、努力を積み重ねることの大切さを学んだ。タバコを断る勇気
を教えてもらった。自分も健康で夢をかなえたい。

9 小児科
生活習慣
（メディア）

生徒
保護者
教職員

〇改めて睡眠の大切さを学びました。時間だけの問題ではなく、質のよい睡眠をとるこ
とで、一日の生活がよいリズムで循環することがわかりました。また、メディアが視力や
脳へも影響することの恐ろしさを感じました。メディアと全く接触しないわけにはいかな
いので、上手に接するように心がけたいです。

10 婦人科 いのち
生徒
教職員

〇人との付き合いの中で『自分自身でルール（境界線）をつくる』ということはとても大切
なことだと思った。
〇思春期なので、いろいろな場面でイライラしたりすると思うけど、そういう時期も大切
にしていきたい。そして親に感謝したい。
〇今日のお話を聞いて、自分の心身の変化は当たり前なんだと気持ちが楽になった。

11 婦人科 いのち
生徒
保護者
教職員

〇他の人に聞ける機会の少ない話なので、知らないこともたくさんあり、大変ために
なった。疑問も解決でき、ありがたかった。
〇僕は男なので、妊娠しても関係ないと思っていたけど、妊娠しても関係ないと思って
いたけど、大切な人を持ち守るためにどうすればいいか知ることができた。
〇嫌なときには「いや」と言える自分の意思をしっかり持ち、相手に理解してもらうことが
何よりも大切だと思った。（女子生徒）

12 婦人科 いのち
生徒
教職員

〇自分のことも相手のことも大切にできて、責任をとれるような歳になるまで、無責任な
行動をしてはいけないことなど、改めて感じることができました。
〇私は、将来なりたい職業があるし、その夢をあきらめたくないので、自分の意思をもっ
て、今日のことを頭にいれておきたいです。

13
児童思春期
精神医学

生活習慣
（メディア）

生徒、
教職員

〇私はすでにネット・ゲーム依存になりつつあるのではと思った。時々ゲームについて
考えてしまったり、暇があれば携帯をいじるということがあるからだ。弟もそうなのだが
暇なときはネット・ゲームに走るのではなく、その他のものでうまく暇をつぶしたり、家族
と一緒に会話をしながら遊んだりできるようになりたいと思った。また、「認知のゆがみ
（考え方の癖）」の項目が結構当てはまり、どきっとするようなものがあった。些細な失
敗を引きずったり、変に責任を感じたりせず、自分を肯定的にとらえ、前向きに生活して
いきたい。

14 緩和ケア科 がん教育
生徒、
教職員

〇身近に、今がんと闘っている人がいて、本人が苦しんでいるのを見るのが辛くてどう
すればいいのかわからなくなっていた時、今日の話を聴いて、気持ちの面で支えてあ
げようと思いました。余命宣告されて、あと１年半と言われてからもうすぐ３年が経ちま
す。暗いことばかり考えず、信じて前を向いていこうと思いました。

15 内科 食生活
生徒、
教職員

〇私は毎朝、朝ごはんを摂らないことが多かったので、今日の講話をお聞きし、栄養の
大切さを学ぶことができました。食事のバランスは身体だけでなく、メンタル面でも重要
なことなので、意識して生活していきたいと改めて思いました。また、一汁一菜やお弁
当の比率などは、明日からでもすぐに実行できると思うので、お聞きしたことを家族にも
伝え、健康で明るい毎日を過ごしていきたいと思います。

16 内科
喫煙・飲酒・
薬物

乱用防止
生徒

〇ニコチンを吸うからストレスになるということは凄く納得できました。
〇薬物みたいに依存症になるのはあらためて怖いと思いました。
〇自分の将来や子どもにも影響するのは恐ろしいことだと思いました。人生を明るく生
きていくために危険なものには手を出さず健康でいたいと思いました。

17 婦人科 いのち 生徒

〇正しい知識を身につけることと、相談できる人がいることが大切だと思った。
〇感染症予防と自分の意志表示の大切さを学んだ。
〇婦人科受診を親に相談するきっかけとしたい。
〇女性だけではなく、男性も性被害にあっているということ知り驚いた。

18 精神科
精神衛
生、特別
支援

学校医
保護者
教職員

〇専門医の話を直接聞くことができ、改めて発達障害の内容を理解できた。
〇子どもとしっかり向き合い、子どもの伸びしろを見極めていきたい。
〇日常的にほめるこより注意したり起こったりすることが多いなと反省。自分の心も落
ち着けて、小さなことでも褒められる親になりたい。
〇ペアレントトレーニングの話が参考になった。一日の幸せ、家族の幸せを前向きに生
活していきたい。

19 総合診療科
生活習慣
（メディア）

児童生徒
保護者
教職員

〇「ゲーム依存症」という病気があり、時には死に至る人もいることがわかった。ゲーム
のしすぎには気をつけたい。ゲームをするときは、１０分から１５分の休憩が必要だと
思った。
〇バランスよく食事をしたい。朝ごはんはちゃんとたべるようにする。
〇しっかり８時間は寝るようにしたい。

20 小児科
生活習慣
（肥満）

教職員
〇生活習慣病について具体的なグラフや症状をまじえながら、早期に子どもの疾病に
気づくことができるポイントなどを聞き大変勉強になった。生活習慣病予防として体重
管理や運動の動機づけなど学校でできることがわかった。
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〇生涯にわたる健康教育という観点で、タバコの害の有害性よりも自分の人生をよりよ
く大切に生きるためにどうしたらよいか、タバコに対する知識を深め、選択ということに
価値を置いて子ども自身が考える機会にしたいと取り組んでいる。講師の先生には事
前に実態の把握や質問などを知らせ、授業後は感想を書いて知識の定着具合や課題
を評価している。

〇デートDVやSNSに関わる事件を例に挙げ、男女の心と体を理解することや、大切に
することを学ぶことができた。

〇平日の朝食を摂る生徒は多いが、休日になると生活リズムが崩れ、朝食と昼食が一
緒になる生徒の多いことが、生徒の感想からわかった。一汁一菜の食事を１日三食心
がけようとする意欲が高まった。

〇保健の授業での内容をより詳しく、具体的な言葉で教えていただいた。

〇講師との連絡調整は養護教諭が行い、準備・運営は学年の先生と連携して行うこと
ができた。

〇この事業を開催するにあたって教職員がそれぞれの役割を果たし、組織として機能
できた。また、生徒につけたい力とは何かを計画の段階からしっかり共通理解して進め
ることができた。

〇生徒保健課と連携して実施できた。年次からも評価が高く継続してほしいという感想
があった。

〇以前、生徒会総会で「午睡」の時間設定が否決されたが、その効果についての話が
あり、生徒会で改めて問題提起を考える刺激となったようである。

〇教科「保健」で学習した、健康の保持増進と生活習慣病の予防に関する内容を基礎
として、がんについてさらに具体的に学ぶことができた。

〇受診するときの目安となる具体的な症状を挙げていただいた。

〇生死に関わる内容は、非常にデリケートに取り扱う必要があるが、事前の打ち合わ
せにより、学校における取組が明確になった。また、学校教育とは別の観点で、人材育
成を考える機会となった。

〇専門医の医師から指導をいただくことは、予算の関係からもなかなかできないものだ
が、この事業を活用させていただき、校外の専門医とも連携を図ることができた。

〇年度当初の教育課程計画に沿って、５年生の保健体育の教科内容を含む内容で実
施している。年間計画にはっきりと提示されているので、校内の係分担や医師との日程
調整や事前打ち合わせ等充分に時間をとって準備することができた。

〇保護者や学区の小学校教諭にも案内し、専門医からの最新の知識や情報を提供し
ていただき、共有できることはとても有意義であった。

〇地元の医師ということで、私たち教職員も生徒たちにとっても、困ったことがあれば相
談に行くことができるという繋がりができ、有効であった。

〇一斉に多くの生徒や保護者が講話を聞くことができ、またそこから話の輪が広がり相
談したり、相談に応じられる環境ができるので有効である。

〇喫煙防止教育を継続してきた実績から、本校の生徒に合わせた講演をしてくださるこ
とから効果が大きい。

〇学校で主催する講演として実施した。講演の後に学級懇談会を設け、５月の生活リ
ズム調査結果の報告や講演の内容を話題にして、今後の取組について保護者と共有
する時間を持つことができて大変有効だった。

〇今回の研修会について、近隣の学校へ案内をした。専門医と直接やり取りすること
ができ、事前に学校の実態からどのような内容で講話いただくか相談することができ
た。

令和元年度　子どもの健康づくり連携事業（専門医の派遣）報告書より

〇最近になり、ゲーム依存症は病気と認定されたこと、長時間の昼寝や休日の寝だめ
はかえって睡眠のサイクルを狂わせ日中に眠気を催すことになるなど、健康について
の話を聞くことができた。子どもの睡眠時間を確保するために、親としてどう関わり寄り
添えばよいかを学べたと保護者に好評だった。

〇紙芝居の中で時々自分のことを親子で振り返る場面を設定、肥満度の推移も先生と
一緒に考えたことで行動化につながった。
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