
沿 革

茨城県学校保健会要覧
茨城県学校保健会は、昭和24年５月に発足し、県内国、公、私立、認定こ

ども園・幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校
及び特別支援学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校長、保健主事、
養護教諭、栄養教諭・学校栄養職員、市町村教育委員会学校保健担当者、そ
の他学校保健関係者及び本会の趣旨に賛同する者により組織されている。
本会は、学校保健の研究、普及、発展を図ることを目的として、次の事業

を行う。

1  学校保健行政並びに関係団体に対する協力
2  学校保健、学校安全に関する研究、相談事業、普及事業及び受託事業
3  疾病予防と安全対策
4  学校保健関係者の研修とほう賞
5  学校保健関係医薬品及び資材の推薦
6  会報・資料等の発刊
7  その他目的達成に必要な事業

令和４年度

《本会の組織》

事務局

支 部
（２７支部）

　

　　　　　　　職域部会（９部会）

　・学校医部会　　　　・保健主事部会

　・学校歯科医部会　・養護教諭部会

　・学校薬剤師部会　・栄養教諭・学校

　・高等学校長部会　　栄養職員部会

　・小中学校長部会　・市町村教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　保健担当者部会

監 事
（４名）

常任理事会
（１１名）

副会長
（５名）

評議員会
（７２名）

理事会
（５８名）

会 長

各種委員会

○ほう賞選考委員会

○会報編集委員会

○医薬品及び資材審査委員会

○全国健康づくり推進学校推薦委員会

○専門委員会
・尿・心臓検診結果検討委員会

・保健統計作成検討委員会

・生活習慣病予防対策委員会

沿 革

茨城県学校保健会要覧
茨城県学校保健会は、昭和24年５月に発足し、県内国、公、私立、認定こ

ども園・幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校
及び特別支援学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校長、保健主事、
養護教諭、栄養教諭・学校栄養職員、市町村教育委員会学校保健担当者、そ
の他学校保健関係者及び本会の趣旨に賛同する者により組織されている。
本会は、学校保健の研究、普及、発展を図ることを目的として、次の事業

を行う。

1  学校保健行政並びに関係団体に対する協力
2  学校保健、学校安全に関する研究、相談事業、普及事業及び受託事業
3  疾病予防と安全対策
4  学校保健関係者の研修とほう賞
5  学校保健関係医薬品及び資材の推薦
6  会報・資料等の発刊
7  その他目的達成に必要な事業

令和４年度

《本会の組織》

事務局

支 部
（２７支部）

　

　　　　　　　職域部会（９部会）

　・学校医部会　　　　・保健主事部会

　・学校歯科医部会　・養護教諭部会

　・学校薬剤師部会　・栄養教諭・学校

　・高等学校長部会　　栄養職員部会

　・小中学校長部会　・市町村教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　保健担当者部会

監 事
（４名）

常任理事会
（１１名）

副会長
（５名）

評議員会
（７２名）

理事会
（５８名）

会 長

各種委員会

○ほう賞選考委員会

○会報編集委員会

○医薬品及び資材審査委員会

○全国健康づくり推進学校推薦委員会

○専門委員会
・尿・心臓検診結果検討委員会

・保健統計作成検討委員会

・生活習慣病予防対策委員会

Ｓ 24. ５.24 「茨城県学校衛生会」設立（事務局を県教育庁体育保健課内に置く）規約制定
初代会長　鈴木 憲一氏　　就任

24. ７.30 「茨城県学校衛生會報」（創刊号）発刊
27. ５.31 会の名称を「茨城県学校保健会」と改称
27. ５.31 第１回茨城県学校保健大会開催
28. １.28 「茨城県学校医会」発足
28. ２.20 「茨城県学校保健主事会」発足
28. ３. １ 「茨城県学校歯科医会」発足
28. ３.27 「茨城県養護教員部会」発足
29. ７. ８～ 10　　 　 　 　第６回関東甲信越静学校保健大会茨城大会開催（茨城会館）
30. ６.15 「学校長部会」発足
31. ６. ～ H21. ３.「学校保健の手引」発刊（第１集～第３６集）
34.10. １ 「茨城県学校薬剤師会」発足
35. ６． 第２代会長　木村 芳男氏　　就任
35. ８.10 「市町村教育委員会保健担当者部会」発足
36. ～ 児童生徒用茨城県版「健康手帳」発刊
37. ３.10 会報の名称を「学校保健」と改称
42. ７.31 第３代会長　庄司 　茂氏　　就任
47. ６. ９ 第４代会長　斎藤 良三氏　　就任
53. ６.23 第５代会長　秦 　資宣氏　　就任
54. ４.28 事務局移転（県メディカルセンター内に設置）
55. ～ 電算処理による「児童生徒健康度判定事業」（希望・有料）を開始
59. ６.16 第６代会長　小川 　清氏　　就任

H 元 .11.16 ～ 17　　　　　　　第３９回全国学校保健研究大会茨城大会開催 （県武道館）
２. ６. ８ 第７代会長　松葉 　弘氏　　就任
４. ５.26 第８代会長　丸山 秦一氏　　就任
４. 茨城県版「健康手帳」全面改訂
５. ～ Ｒ元 . 学校保健委員会研究委託５か年事業
５. ～ 検尿手帳配布開始（三次検以上必要者）
５. ～ ７. エイズ指導者相談事業実施（県委託）
７. ～ ８. 「健康度判定」全面改訂
９. ～ 27. 「心臓手帳」活用（管理指導区分Ａ～Ｄ）
10. ６.18 第９代会長　佐藤 　怜氏　　就任
11. ８.26 第５０回関東甲信越静学校保健大会茨城大会（県民文化センター）
12. ２.17 茨城県学校保健会発足５０周年記念式典
12. ６.15 「茨城県学校栄養士部会」発足
12. ６.15 「茨城県高等学校長部会」発足
16. ６.23 第１０代会長　原中 勝征氏　　就任
21. ３. 茨城県版「健康手帳」全面改訂
22. ３. 茨城県学校保健会発足６０周年特集号発刊
22. ６.24 第１１代会長　齋藤 　浩氏　　就任
22. ８.19 第６１回関東甲信越静学校保健大会茨城大会開催（県民文化センター）
25. ７. ４ 第１２代会長　小松 　満氏　　就任
28. ６.24 第１３代会長　諸岡 信裕氏　　就任

Ｒ ２. ４.23 事務局移転（茨城県水戸合同庁舎内に設置）
２. ６.25 第１４代会長　鈴木 邦彦氏　　就任
３. ８. ５ 第７２回関東甲信越静学校保健大会オンライン開催（ザ・ヒロサワシティ会館配信）



本会役員一覧表

会 長 鈴木 邦彦

副会長

学校医 大場 正二

学校歯科医 榊 正幸

学校薬剤師 横濱 明

学校長 髙村 祐一

学校長 内田 和子

監 事

学校医 梅里 義博

学校歯科医 鶴屋 誠人

学校薬剤師 本多美知子

学校長 千ヶ﨑高志

常 任 理 事 清水秀一 他10名

理 事 原 毅 他57名

部会長

学校医 鈴木 邦彦

学校歯科医 榊 正幸

学校薬剤師 河合 光恵

高等学校長 南雲 康司

小中学校長 石川 洋

保健主事 中村 陽子

養護教諭 池内千香子

栄養教諭・学校栄養職員 山本 智香

市町村教育委員会保健担当者 稲川 勝

事 務 局 長 直江 克也

諸会議・各種委員会・各種研究大会

・理事会（５月） ・評議員会（６月） ・会報編集委員会（８月、１１月）

・ほう賞選考委員会（１１月） ・医薬品及び資材審査委員会（２月）
・尿・心臓検診結果検討委員会（１０月、１１月、１２月、１月、２月）
・保健統計作成検討委員会（１０月、１１月、１２月、１月、２月）
・生活習慣病予防対策委員会（５月、１月、３月）
・全国健康づくり推進学校推薦委員会（８月）
・関東甲信越静学校保健大会（神奈川県オンライン開催 ８月）

・全国学校保健・安全研究大会（岩手県 １１月）
・茨城県学校保健・学校安全表彰式（２月）

出版・発行事業

・健康手帳 小学校版、中学校版
・保健調査票 小・中学校用、高等学校用
・会報「学校保健」（年１回発行）
・学校保健関連資料等の配布

表彰事業

茨城県学校保健会ほう賞の表彰
（個人） 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、校長、保健主事、養護教諭、

栄養教諭・学校栄養職員、市町村教育委員会保健担当者
（団体） 学校、支部、部会、学校保健委員会等

医薬品及び資材等の推薦紹介事業

本年度推薦品目 １０品目
（品目内容は、市町村教育委員会及び学校等へ周知済み）

〒310-0802

茨城県水戸市柵町１丁目３番１号水戸合同庁舎内
tel：029-297-8220    fax：029-297-7955

E-mail: info@hoken.ibk.ed.jp ：教育情報ネットワーク
E-mail: hokenkai@sunshine.ne.jp

茨城県学校保健会

HP：http://hokenkai.easy-sv.jp

本会ＨＰでも，
情報を提供して
います。

児童生徒健康度判定事業

児童生徒の体格・体力及
び健康生活状況の実態を総
合的に電算処理し、各個人
の健康度を判定する。
（小学校用 、中学校用、
高等学校用）

学校保健に関する調査研究事業

●受託事業
（県教育委員会から）
公立学校児童生徒並びに県立学校教職員の
健康診断に係る保健統計等に関する事業

･保健統計に関する事業
･尿・心臓検診結果に関する事業
･県立学校の幼児、児童、生徒及び
教職員の定期健康診断に関する事業

（県医師会から）

児童生徒の生活習慣病予防対策事業
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E-mail: info@hoken.ibk.ed.jp ：教育情報ネットワーク
E-mail: hokenkai@sunshine.ne.jp

茨城県学校保健会

HP：http://hokenkai.easy-sv.jp

本会ＨＰでも，
情報を提供して
います。

児童生徒健康度判定事業

児童生徒の体格・体力及
び健康生活状況の実態を総
合的に電算処理し、各個人
の健康度を判定する。
（小学校用 、中学校用、
高等学校用）

学校保健に関する調査研究事業

●受託事業
（県教育委員会から）
公立学校児童生徒並びに県立学校教職員の
健康診断に係る保健統計等に関する事業

･保健統計に関する事業
･尿・心臓検診結果に関する事業
･県立学校の幼児、児童、生徒及び
教職員の定期健康診断に関する事業

（県医師会から）

児童生徒の生活習慣病予防対策事業


