日医発第874号(健Ⅰ254)
令和４年２月９日
都道府県医師会長 殿
日本医師会
会長 中 川 俊 男

令和４年度学校保健講習会の開催について
平素、学校保健活動の推進につきまして、貴職のご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げま
す。
さて、令和４年度の日本医師会学校保健講習会を別添開催要項ならびにプログラムのとお
りオンラインのみで実施することとなりましたので、ご案内申し上げます。
つきましては、本講習会の参加者を下記のとおり募集いたします。貴職におかれましては、
何卒、ご高配の程、よろしくお願い申し上げます。
記
１．申 込 方 法
日本医師会の学校保健活動 ホームページ https://www.med.or.jp/doctor/school/
内の「学校保健講習会」欄にある「専用サイト」より、必要事項を入力し、お申し込み
ください。Ｚｏｏｍ（ウェビナー）による配信の予定です。必ず「（別紙）参加予定の方
へ」をお読みいただいてから、お申し込みください。
２月14日（月）9：30～ 受付開始予定
申込者には、申込時に登録されたメールアドレス宛に、招待用ＵＲＬを４月６日（水）
までにご案内申し上げます。
２．視聴定員
９００名
３. 申込締切
令和４年３月18日（金）
４．参 加 費
無料
５．生涯教育単位について
オンライン配信形式とし、出席管理は行いません。また、日本医師会生涯教育制度の単位
の付与はありません。
６．申込先・お問い合わせ先
日本医師会 健康医療第一課（担当：高野・髙久）
メールアドレス： k1@po.med.or.jp TEL 03-3942-6138（直） FAX 03-3946-5786（直）
以上

令和４年度学校保健講習会
開催要項
１．趣

旨：生涯保健と地域保健の基盤である学校保健に係わる活動が地域で
円滑に行われることを旨として、学校医をはじめとする医師が学
校保健に従事する上で必要な最近の学校健康教育行政事情や重要
課題に係わる知識を修得する

２．主

催：日本医師会

３．後

援：日本学校保健会

４．開 催 日：令和4年４月10日（日）
５．内

容：プログラムのとおり

６．会

場：オンライン開催（会場参加者なし）
招待用ＵＲＬは、４月６日（水）までに
申込時に登録されたメールアドレス宛にご案内

７．参 加 者：日本医師会会員で学校保健に関わる医師など
８．視聴定員：９００名
９．申込方法：日本医師会の学校保健活動

ホームページ

https://www.med.or.jp/doctor/school/

内の「学校保健講習会」欄にある「専用サイト」より
必要事項を入力し申し込む
※仮登録に続いて本登録の手続きまで完了してください。

令和4年2月14日（月） 9：30～ 受付開始予定
10．申込締切：令和4年３月18日（金）
11．参 加 費：無料
12. お問い合わせ先：
日本医師会

健康医療第一課

TEL：03-3942-6138（直）

FAX：03-3946-5786（直）

e-mail：k1@po.med.or.jp
以上

令和４年度学校保健講習会 プログラム
令和４年４月10日（日）10：00～16：00開催
開始
10:00

開始
10:10

10:40

11:10

11:40

終了 時間
10:10 0:10

開会

渡辺 弘司 （日本医師会 常任理事）

主催者挨拶

中川 俊男 （日本医師会 会長）

来賓挨拶

中川 俊男 （日本学校保健会 会長）

終了 講演
時間
10:40 0:30

演題（仮）

講師

中央情勢報告①

三木 忠一
（文部科学省 初等中等教育局
健康教育・食育課 課長）

中央情勢報告②

山田 泰造
（文部科学省 初等中等教育局
特別支援教育課 課長）

11:10 0:30

11:40 0:30

日本学校保健会の取組

弓倉 整
（日本学校保健会 専務理事）

中央教育審議会の活動報告

渡辺 弘司
（日本医師会 常任理事）

13:00 0:50

13:00

13:30

0:30

13:30

14:00

0:30

14:00

14:30

0:30

14:30

14:40

0:10

14:40

15:10

0:30

15:10

15:40

0:30

昼 休 み
シンポジウム

16:00

松村 誠
（日本医師会 学校保健
委員会 委員長）

12:10 0:30

12:10

15:40

座長

【児童・生徒をとりまく課題】

基調報告
松村 誠
日本医師会学校保健委員会の （日本医師会 学校保健委員会 委員
答申報告
長）
講演1
問題行動
（いじめ・自殺・不登校）
講演2
家庭環境
（貧困・ヤングケアラー）

鈴木 慰人
（文部科学省 初等中等教育局
児童生徒課 生徒指導室長）
内尾 彰宏
（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉 浅井 秀実
課虐待防止対策推進室 室長補佐） （日本医師会 学校保健
休 憩
委員会 副委員長）

講演3
ICT化に伴う目の健康

丸山 耕一
（日本眼科医会 理事）

講演4
エコチルと学校保健

衞藤 隆
（日本学校保健学会 理事長）
シンポジストによる討論

16:00 0:20

閉会

渡辺 弘司 （日本医師会 常任理事）

（別紙）参加予定の⽅へ

講習会を視聴する前にご確認いただきたいこと
招待⽤ URL 付きのメールが事前に届きます。


令和４年４⽉ 6 ⽇（⽔）までに、ご登録いただいたメールアドレスに株式会社フェム
（配信会社）より招待メールを配信します。



当⽇の講習会開始前に⼀度テスト配信します。招待メールに記載している URL にアク
セスしてください。



講習会当⽇に「招待メールが届いていない」というご連絡には対応いたしかねます。



動画配信は、原則１参加者 1 接続までですのでご注意ください。

インターネット環境についてご確認ください。


できる限り ZOOM アプリをインストールの上、アプリから接続ください。



対応ブラウザ
Edge／Firefox／Chrome／Safari
※最新の状態にアップデートされていることを確認してください。



JavaScript
必ず有効にしてご利⽤ください。



インターネット接続環境
講習会を視聴するには、2Mbps 程度以上の回線速度が必要です。通信速度が不⾜して
いる環境では、⾳声のみが再⽣され、動画の再⽣がスムーズに⾏われない場合がありま
す。その際は回線が混み合っていないかなどを確認ください。
※ご利⽤できないブラウザを普段お使いの場合は、お⼿数でも上記の対応ブラウザをご
利⽤くださいますようお願い申し上げます。
※ご視聴いただく施設内のセキュリティ上の関係で、動画がご覧いただけない場合があ
ります。ご了承ください。

（お申込み⽅法及び視聴に関するお問い合わせ先）
学校保健講習会専⽤ヘルプテスク(令和4年2⽉14⽇より期間限定設置)
業務委託先 ⻄鉄旅⾏株式会社
電話

：03-6742-0320

Email ： seminar_ntc@travel.nnr.co.jp
対応時間：平⽇9：30〜18：00

⼟⽇祝休業

