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１　ヘルスプロモーションの考え方とその変遷

　「ヘルスプロモーション」の考え方は 1980 年代

にヨーロッパで誕生し，カナダのオタワで開催さ

れた 1986 年の世界保健機関（ＷＨＯ）の会議でヘ

ルスプロモーション憲章として採択され，世界に広

まった。その後，ＷＨＯの会議で検討を繰り返しな

がら，2005 年，「健康増進に関するバンコク憲章」

が採択された。2009 年，ケニアで行われた「第 7

回ヘルスプロモーションに関する世界会議」では，

ヘルスプロモーションを展開する上での格差や社会

的決定要因も注目され，その克服のために，地域の

力をつけることや，健康リテラシー，健康行動，保

健システムの強化，協働と組織横断的行動，ヘルス

プロモーションのための能力強化等が提案された。

　日本の文教行政においては，1997（平成 9）年

9 月の保健体育審議会答申にヘルスプロモーション

という用語が初めて登場し，その考え方が取り上げ

られた。以後，現行の学習指導要領にもその考え方

は引き継がれ，さらに昨年から本年にかけて公表さ

れた次の学習指導要領にも反映されている。

　日本の学校保健において，児童生徒のその時点で

のケアを主眼とした保健管理から学校を卒業した後

の生活（生涯）を視野に入れた保健管理への転換が

起こりはじめたのが 1980 年代の後半から 1990 年

代と考えられる。

　ヘルスプロモーションは，一人ではなく皆で力を

合わせて生涯を通じて健康の保持増進をめざすこと

である。個人の努力（スキルの向上）だけではなく，

組織活動の強化など，個人の支援と環境支援を併せ

て考えていく必要がある。

２　今日の児童生徒の主要な健康課題

（１）学校保健統計より

　　身長・体重ともに平均値で比較すると，1970

年代半ばまでは毎年の目覚ましい向上がみられて

いたが，2000 年を境に様子が少し変化し，身長，

体重共に平均値で比較すると限りなく変化が乏し

くなってきている。

　　下肢長の平均値をみると，戦後は足長になって

いるといわれていたが，17 歳でみると約 10 年

前から伸びがなくなってきており，むしろ減少傾

向に転じてきている。

　　今後，生活様式や日々の運動習慣，骨密度等か

らどう変化していくのか見ていくことが大切であ

る。

（２）体力・運動能力調査より

　　近年，子どもの体力は長期的に低下傾向にあっ

たが，最近少し変化し始めている。

　　長期的にみると，握力については，ほとんど変

化はみられないが，走，跳，投能力にかかる項目

は，体力水準が高かった昭和 60 年頃と比較する

と，依然低い水準になっている。

　　最近 10 年間における基礎的運動能力の合計点

の年次推移をみると，小学生高学年以上の年代

では，緩やかな向上傾向を示している。が，運動

する子どもとしない子どもの二極化傾向がみられ

る。

（３）児童生徒の健康状態サーベイランスより

　　肥満は全体的には増加しているが，12 歳以下

では 2000 年をピークに若干減少がみられ，改善

の様子が推測される。また，痩身傾向は，割合は

少ないが次第に増加している生活習慣病の危険因

子である肥満，高血圧，脂質異常症等については，

集団としての変化はみられない。

　　他の健康に関わる問題点としては ,「生活の夜

型化が進んでいること」,「平均睡眠時間が減っ

ていること」,「朝食抜きの者の頻度が無視でき

ぬ程度であること」,「運動する時間が減ってい

ること」,「室内で過ごす時間が多いこと」,「夕

食を子どもが一人で食べている家庭が少なくない

こと」,「もっとやせたいと思っている者が多い

こと」等が浮かび上がっている。

（４）心の健康問題

　　心の健康問題の定義については，「心の働きに

長期的もしくは一時的な変調を来し，知的機能，

情意機能，社会関係のいずれかもしくはすべてに

障害を生じた結果，主観的ないし客観的に認識さ

れる生活行動上の現象をもって表現される問題を

生涯を通じて健康の保持増進をめざす疾病

予防と保健管理のすすめ方
東京大学大学院教育学研究科身体教育学コース

健康教育分野　教授　衞藤　　隆
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いい，心身症，神経症等を含む。」という厚生科

学研究班のものがある。

　　心の健康問題を，身体症状として訴えることが

多く，平成 10 ～ 12 年度厚生科学研究「心身症 ,

神経症等の実態把握及び対策に関する研究」班

の調査により ,「だるい」,「頭痛」,「腹痛」など

の不定愁訴を有する子どもは保健室を訪れる者の

11 ～ 17％に達し , 心の問題を持つ者は来室者の

約 10％と推定された。このような訴えは，学年

が進むとともに増加し，中学生から高等学校一年

生にかけてピークである。

（５）感染症について

　　感染症については，今年度はＨ１Ｎ１型の「新

型インフルエンザ」が春先から日本にも侵入し，

夏場から秋にかけ全国的流行を呈する状況となっ

た。これまでに久しく経験しなかったことであり，

情報管理，危機管理をはじめ，日常的な保健管

理の大切さを改めて考えさせられた出来事であっ

た。

　　学校感染症として注意すべきものには，感冒，

インフルエンザをはじめとする急性呼吸器感染

症，りんご病，麻疹，風疹等の全身性ウイルス感

染症，Ｏ－１５７等の腸管出血性大腸炎，重症急

性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ），性感染症，ＨＩＶ

等がある。

　　医療機関を定点として感染症発生状況を調査し

ているが，クラミジアは以前より多く報告されて

いる。学校保健としては目が離せない状況である。

３　疾病予防と保健管理の課題

　わが国の児童生徒等の主要な健康課題は生活習慣

病予防と心の健康である。これらのほか感染症対策

（麻しん・風しん混合（ＭＲ）ワクチンをはじめと

する予防接種の接種率向上を含む），喫煙・飲酒・

薬物乱用防止，慢性疾患対策，アレルギー疾患対策，

事故・自殺の防止，食育，性教育，メデイアと心身

の発育・発達がある。

　定期健康診断に関しては児童生徒等を取り巻く環

境の変化，彼ら自身の生活状況の変化を認識し，今

後の健康つくりと健康管理の課題について，児童生

徒自ら生活習慣を見直し，健康を意識して行動する

ための健康教育を推進する必要がある。そのために

は学校・家庭・地域の連携が重要である。

　このため，学校における健康診断のもつ意義と役

割を再検討することが必要である。基本的には児童

生徒が安全で健康に生活を送ることができるよう配

慮し調整する目的に寄与するスクリーニング検査で

あるが，児童生徒の一人一人の発育・発達段階を考

慮することが必要である一方，集団としての健康状

態の把握という側面もあること，彼らが健康に関す

る行動変容を実践できることをも目的として行われ

るべきであること，将来の地域や職場における健康

システムに参加する意識を培う意味もあることなど

が，これからの健康診断を考える際には考慮される

必要がある。また，幼稚園における健康診断の実施，

特別支援学校における健康診断の実施，近見視力検

査，運動器の健康診断，皮膚に関する健康診断・健

康相談，精神・心理的問題へのアプローチ等，児童

生徒等の現状に対応した健康診断の課題をさらに検

討する必要がある。

　健康診断については，2006（平成 18）年 3 月 ,「児

童生徒の健康診断マニュアル改訂版」が刊行された。

また，健康診断に参考情報を提供することになる「学

校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の活用が

進むことも期待される。

４　おわりに

　第６課題でかかげている研究協議課題は，1990

年代からの継続課題である。児童生徒の健康状況，

生活状況から，現在のみならず，人生の後半までを

視野に入れた健康つくりに取り組む必要がある。

　学校保健法と学校給食法が半世紀ぶりに見直しが

なされ，2009（平成 21）年 4 月から新たな学校保

健安全法，学校給食法となって施行された。法的基

盤整備がなされ，学校・家庭・地域の有機的連携を

進めることが重要である。また，「やらされる健診」

ではなく，自分の課題として対象者自身が捉える主

体的取組がなされるよう考えていく必要がある。

　具体的・個別的実践に基づく検討，事例の積み重

ね，他校との情報交換・交流，研究発表などを参考

にしながら，それぞれの学校での実践に役立てても

らいたい。
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　生涯にわたり心身共に健康な生活を送るために

は，ヘルスプロモーションの理念を生かし，学校や

地域の実態，児童生徒の個々に応じた対応を図る必

要がある。

　そのため，学校での適切な保健管理の進め方につ

いて協議する。

（１）適切な健康診断の実施と事後措置，健康相談

の進め方について

（２）ヘルスプロモーションの考え方を生かした指

導や保健管理の進め方について

（３）感染症（伝染病，食中毒等）の予防及び発生

時の対応について

【質疑応答】
（１）養護教諭にとって健康診断は時間をとって行

う大切なものであるが，子どもたちのプライバ

シーを考えた健康診断についてもう少し具体的に

教えてほしい。　　　　　　（岡山県　養護教諭）

《回　答》
・健康診断の結果が他の子どもに分からないよう

にするには，時間はかかるが，ついたての中に一

人ずつ入れて検診を行っている。学校医と連携の

もと，所見は言わず病名表のＮｏを読み上げてい

る。結果についても，封書に入れて返している。

身体測定でも，担任と話をし，数値を読み上げ

ないようにしている。また，時間がかかっても，

視力，聴力検査も一人一人入室させて検査をする

等，配慮をして行っている。歯科については，会

場に音楽を流しているという学校もある。　

　　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　川島）

（２）健康相談はどのように行っているのか。子ど

もたちが自分の健康管理に興味を持つと自分でも

治療にいくようになると思うが，治療率は上がっ

たか。　　　　　　　　　　（岡山県　養護教諭）

《回　答》
・健康相談は，全員実施している訳ではない。希望

者と気になる子どもへは声をかけて行っている。

治療率が上がったかは分からない。歯科検診等の

結果で一人一人呼んで健康相談を行い，治療率が

上がった学校もある。　　　　（発表者　川島）

（３）広島県の発表の中で，学校栄養職員との連携

の話もあったが，本日はその学校栄養職員の方も

来られているので，発表していただきたい。

　　　　　　　　　　　　　　（指導助言者　角谷）

《回　答》
・養護教諭と情報交換をしながら実践を行ってい

る。連携をとる中で，「手を洗う」ことが，学校

栄養職員としての視点，養護教諭の視点，担任の

視点が微妙に違うことが分かった。それらを整理

しながら取組を行うことで，生活の中に生かした

ものになってきた。学校での取組を家庭へも連絡

し，課題解決に向けて連携しながら取り組んでい

る。　　　　　　　　（広島県　学校栄養職員）

（４）岩手県の発表では，小・中合同の学校保健委

員会を開催されているが，合同開催されている学

校から取組内容について発表いただきたい。

　　　　　　　　　　　　　　（指導助言者　角谷）

《回　答》
・発表者の先生と協議し，兄弟関係において家庭で

取り組んでほしいこともあるので，合同でやって

いくことが良いと考え行っている。子どもたちの

生活も望ましい方向に向かっていることを日常的

に感じている。　　　　　（岩手県　養護教諭）

生涯を通じて健康の保持増進を目指す疾病

予防と保健管理の進め方
和歌山県教育庁学校教育局健康体育課

指導主事　角谷　雅美

健康診断を考える
～子どもの立場にたった健康診断をめざして～
岡山市小学校Ｂブロック養護部会の取組

岡山市立高島小学校　養護教諭　川島　京子

ヘルスプロモーションの理念を生かした

指導や保健管理の進め方について
～小学校・地域関係機関と連携した取組について～

二戸市立上斗米中学校　養護教諭　蓑輪　淳子

感染症（伝染病，食中毒等）の予防及び発
生時の対応について
～特別支援学校（知的障害）の児童生徒の実態に

基づく取組～

広島県立広島特別支援学校　校長　室積　幸生
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（５）連携に関して他の事例があれば発表してほし

い。　　　　　　　　　　　（指導助言者　角谷）

《回　答》
・幼稚園・小学校・中学校・高等学校が近くにあ

り，高等学校の養護教諭の呼びかけにより，地

域の養護教諭が連携しての取組がスタートした。

小学校・中学校・高等学校の養護教諭が，食に関

する指導を幼稚園や小学校で行ったり，骨密度を

測ったりすることで子どもたちの健康について取

り組んでいる。　　　　　（岡山県　養護教諭）

・本校の学校保健委員会の取組を紹介する。

　保護者と学校医が話をする機会が少なく，保護

者より「学校医の顔を知りたい。」という要望が

あった。３月の学校保健委員会でＰＴＡの協力を

得て，保護者から学校医に対する質問を募ったと

ころ，20～30の質問が寄せられた。保護者，学

校医ともに好評であった。学校保健だよりで，内

容を情報発信したりした。（東京都　養護教諭）

 

（１）岡山県岡山市立高島小学校の取組について

　　岡山市小学校 B ブロック養護部会が健康教育

の一環としての健康診断について研究されたこと

の発表であった。

　　養護教諭の意識を向上させ，校内外の連携を強

化することによって，保健指導，保健管理の充実

を図っている。子どもたち自身に健康診断の目的，

意義を明確に知らせることにより，健康教育の一

環としての健康診断を推進した。

　　養護教諭や他の教職員，学校医，保護者が健

康診断におけるそれぞれの役割を確認すること

によって，効果的な連携が進められている取組で

あった。

（２）岩手県二戸市立上斗米中学校の取組について

　　小規模校の特性を十分に生かし，ヘルスプロ

モーションの理念に基づいた健康管理を推進する

ために，様々な活動が実施されている。

　　自主的に健康の保持・増進に努める態度や習慣

を身につけさせるために個人の能力の向上を支援

する取組と家庭及び地域との連携を図るための取

組についての発表であった。

　　小中合同の学校保健委員会，生徒の発達段階に

合わせた健康講話等を実施することにより，学校，

家庭，地域，関係機関が連携した効果的な保健管

理の取組がなされている。

（３）広島県立広島特別支援学校の取組について

　　特別支援学校での感染症（伝染病，食中毒等）

に対して児童生徒の実態に合わせて個別または，

集団に実施した保健指導の内容及び職員，保護者

が連携していくための取組についての発表であっ

た。

　　特別支援教育の理念は，障害がある児童生徒の

自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する

という視点で，一人一人の教育的ニーズを把握し，

持っている力を高めるために，適切な指導や支援

を行うことにある。一人一人の生徒の実態把握，

支援方法の工夫，環境の整備，家庭との連携等き

め細かな実践がなされていた。

　平成２１年４月に学校保健法が学校保健安全法に

改正された。その趣旨や内容を踏まえて , 児童生徒

の主体的な健康管理能力を育成するためには，健康・

安全な学校環境を確保し，教職員それぞれの役割を

明確化し，連携して児童生徒等の心身の状況を把握

して，地域保健と連携しながら推進していくことが

必要である。

　今回の三人の発表に共通するキーワードは「連携」

である。保健管理を充実させるために，校内におけ

る養護教諭と他の教職員との連携，校外における家

庭，地域，学校医，その他関係機関との連携を行う

ことは大変重要である。

　本日の発表は，連携をしていくための手立てやそ

の効果についての内容であり，これからの学校保健

を示唆するような発表であった。
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