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１　はじめに

　メンタルヘルスが学校教育において果たしている

役割は大きく，養護教諭は縁の下の力持ち的に児童

生徒の変化をいち早くキャッチし，家庭の状況や背

景をつかんで支援したり，それを受けた生徒指導，

生活指導があり家庭と連絡を取りながらサポートす

ることで通学や教育が可能となり教科の学習も安定

してできる。これまでクローズアップされませんで

したが，近年，子どもが危機に瀕して精神保健の重

要性を国も現場も学校管理者も認識してきている。

　学校保健は当然，体・命あってのことで，けがの

問題や感染症の問題を押さえないといけないが，メ

ンタルヘルスの問題が非常に大きいことが時代とと

もに認識されてきている。

２　メンタルヘルスの定義

　メンタルヘルスとは，精神的回復，健康の回復・

保持増進ということですが，医療では回復の面にメ

インが置かれている。その中身は，精神医学，特に

学校保健の場合は児童精神医学，成人の場合は心療

内科あるいは神経科がそうである。研究が進んで，

たとえば睡眠一つとっても，メラトニンの分泌リ

ズムが睡眠を自然に持ち込んでいるが，15 分以上

仮眠をとってしまうと逆に睡眠促進作用をゼロにし

て夜間の睡眠が減るとか，断眠を何日も続けると健

康な人でも幻覚が見えてくるとか，様々なことがわ

かってきている。睡眠というファクターもメンタル

に非常に大事で食事も言うまでもない。

　メンタルヘルスを行う対象は，疾患からの回復と

いうことでは疾患関係でストレスや不適応が生じて

しまった状態に対するアプローチが中心になるが，

学校においては健康の保持増進・予防教育が非常に

大事になる。

　つまり，メンタルヘルスは問題が生じたときの対

症療法ではなく，日頃から実践し生涯続けていくも

のである。

３　メンタルヘルスの背景要因

（１）抱えている問題が心の問題，環境とか人間関

係あるいは虐待の場合，心因性のうつ状態とと

らえる。（虐待の影響は時を経て出る場合が多く，

小学校の時に既に虐待を受けていて高校になって

うつ状態や気分変調が出る場合もある。）

（２）薬物療法をスタートしないといけない状態に

ある統合失調症とか本当のうつ病など脳機能の問

題，また薬物療法がメインにならない発達障害の

問題，てんかんなど脳の器質的な変化の問題があ

る。高校生以降になるとパーソナリティー障害，

境界型人格障害とか周りを巻き込んで人を操作し

て振り回してしまうこと事態が症状のような大人

型精神障害が出てくる。

（３）体をベースにした心身症など，メンタルはい

わゆる狭い意味での心の問題よりもっと広い「精

神的な問題」が全部含まれているということであ

る。

　　分けるということの大事さの一つは「大まかな

治療方針が検討づけられる」からだと思う。

４　治療方針

（１）心理環境的な問題の場合は，健康相談，場合

によっては教育相談の形で担任とかが家族も巻き

込んで話し合いをする。家の生活状態，生活機能

が十分果たし切れていない場合は福祉の援助・福

祉的な介入を要することもあり，経済的貧困の

問題など何重にも重なっているケースが非常に多

い。また，心の問題からくるものであっても，不

眠や精神的に不安定になった場合は，薬物療法を

開始することはよくある。昔は心の問題はカウン

セリングでという考え方が流行し，心の問題や手

洗いを何時間もするような場合には心理療法とか

心理分析でやってきたたわけだが改善しにくく，

最近はエビデンスがきちんと求められるようにな

り，今の主流（ガイドライン）では認知行動療法

がファーストチョイスであるとはっきりと言われ

ている。それと薬物療法（抗うつ剤を主に使用）

を併用するとかなり改善してくる。むしろ心理療

法は心の問題に対しても真っ先に使うよりは，有

効なケースまたは並行して使うことでより安定を

高めるという位置づけに変わりつつある。

（２）脳機能や脳発達上の問題もいくつかのサブタ
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イプがあり，統合失調症のように機能性のものは，

何よりも薬物できちんと症状を抑え，そのあとは

薬物療法の効果を壊さないように心身のケア（睡

眠時間を含む）である。そして回復期には環境の

コーディネートをしたりリハビリを受けたりして

無事に復学する。再発しないようにしていくとい

う考え方になる。これは典型的な精神医療の形に

なる。

　　一方，器質的な疾患（子どもには少ないが脳動

脈瘤破裂，脳梗塞，脳腫瘍が増大など）では，薬

物よりも外科的な治療が優先されることがあり，

治療の後のリハビリというのが，就学復帰あるい

は維持にとって非常に大事になる。

　　次に，今学校の中心的課題となっている発達障

害，特にアスペルガー，これは教員・保護者が正

しく特性を理解しそれに基づくケア，理解すると

いうことがそのまま支援につながる。それと治療

教育（この言葉が適切かどうか分かりませんが），

医療が子どもの発達に果たす役割は限定的です。

医療とタイアップしながら，むしろ学校の方が積

極的なプログラム・特別支援教育を展開させるこ

と，担任だけでなく組織的な支援が非常に必要に

なってくる。これがメンタルヘルスの特長だと思

います。学校の中で一貫した対応を生徒が受ける

ことで，非常に社会性の部分が発達して障害を克

服していくことにつながる。問題があればなんで

もカウンセリングに回すのではなく，問題の性質

に応じて対応し，こういう方向で行きましょうと

いう方向付けをする。これからの養護教諭はコー

ディネーターの役割を強く担っていかれると思

う。

（３）体と関連する問題，心身症のような場合，例

えば過敏症性腸炎・アトピーと診断されているが，

実際はかなりメンタルの問題によって揺れたり安

定したりする場合は，きちんと小児科や内科の先

生とメンタルの専門家が連携してやっていく。や

はり体のことをきちんと押さえないと，我々も安

心して治療に当たられないという状況です。

　　もう一つは，メンタルヘルスは回復だけでなく，

より障害周辺群の生徒を障害に至らないようにし

ていくこと，あるいはもっと健康を増進していく

というのも重要な取組である。

　　精神的不調があった場合，その不調の背景を

きちんと見定めるのが難しいことがある。後ろに

重い疾患が控えていても症状は決して重く見えな

いことがある。統合失調症は機能性精神疾患のひ

とつで，幻覚妄想が一つのトレードマークのよう

に言われているが，幻覚妄想がなく関係念慮（周

囲が自分にいろいろなメッセージを送ってくると

か，教室に入るとみんな自分を無視するとか関係

づけて考えてしまう）など奇妙な症状に見える特

徴をたくさん持っている。

　　大学生になる前後や思春期に発病する人が多い

が，小児発症もあるということが分かってきた。

中学生の発症や小学生の発病（超早期発症）もあ

る。子どもの場合，統合失調症と分かる幻覚妄想

に至ることは少なく，最初は集中力の低下，学力

低下，不眠とか閉じこもりという形で出るので，

統合失調症の場合は何よりも抗精神病薬を飲まな

ければいけないが，治療のスタートが遅れること

がある。

　　早期に治療開始しないといけない重要な疾患

があるという頭で持って健康観察しないとピック

アップできない部分があり，先生方のメンタルの

基礎知識・経験と毎日の健康観察がピタッと一致

したときに初期対応が可能になると思う。

　　統合失調症はストレスに追い込まれたからなる

ということはない。素因を持った人しかならない。

大きく関与しているのが脳の中にあるドーパミン

で神経が活動しすぎたときに幻覚状態とかに陥り

やすいなど，かなり分かってきている。

　　もう一つ，てんかんの一部は脳内の病変が関与

していることが最近ＭＲＩとかの発達で分かって

きました。てんかんは小児神経の先生が見られる

こともあれば，精神科の先生が見ることもあり，

誤解されやすいのは，てんかんというとひきつけ

るか倒れるかだとイメージされているが，実際て

んかん発作にはいろんな症状がある。

　　お腹が急にゴロゴロいい出すなど自律神経発作

とか，後頭葉から発作があると幻視が見えたり，

側頭葉からの発作があるとパーソナリティー変化

が起きたりすることもある。

　　ずっと発作が続いた人に起きてくる変化で，粘

着性こだわりが大きくなるゲシュビント症候群，

作家の中にこういうタイプの人が多く，ドストエ

フスキーがそうである。

　　てんかんは何よりも発作の治療が必要だが，て

んかん発作とは思われず心理的問題だと誤解され

やすい。側頭葉てんかんの場合，側頭葉の内側に

フォーカスができその周囲から発作活動が中だけ

で起きて外から見ていても全然わかりません。

　　しかし，のどが詰まる，のどがこみ上げる感じ

がするなど小さな症状がたくさん出ていたり，大

脳皮質に到達するとひきつけたり脳全体に広がる

と大発作で倒れてしまうこともある。そこまでい

くと分かるが，中だけで発作を繰り返し，何年も

続くと人格変化が生じることがある。

　　こういう統合失調症，てんかん，アスペルガー

の子ども，あるいはリストカットとか薬のまとめ
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飲みの背景にある躁うつ病，児童期発症の躁うつ

病があったりするケースなど取り上げた。

５　学校におけるメンタルヘルスの状況

　メンタルヘルスといっても，実はもう問題が起き

ていてその背景に応じて正しい専門機関へ紹介して

いくとか，実際にはいろいろ悩みながらやっている

というのが現実である。その取組にあたっての課題

であるが，日本学校保健会で行ったメンタルに関す

る調査の結果から，

（１）校内組織がないもしくは実際あっても誰かが

知らないとかあまり機能していないという学校が

少なくとも 4 分の 1 程見られ，組織としてファ

ンクションしているとは言えない。

（２）事例検討会だが，とりわけ難しい児童生徒や

担任は分かっているが担任以外からは誤解されて

しまうケースは，関係者や学年のキーパーソンに

理解を広めることが大事であるが，十分に検討す

る機会が持てていない感じであった。特別支援が

始まり状況は変わっていると思う。

（３）生徒の問題に気づき支援を開始したが円滑に

ケースワークが進まない。10 人に３～４人は連

携の問題でうまくサポートできにくかったという

こと。中でも，保護者との連携に困難を感じたと

いう回答が最も多く，それは学校側の問題だけで

なく保護者側の理解とか受入れの問題は大きいと

思う。スクールカウンセラーとの連携に困難を感

じたという回答もかなり多かった。ＳＣは個別の

一対一の世界を基本としている場合が多く，学校

という組織の中で情報を共有して生かすというス

タンスと少し違っているので，そこを今後どう解

決していくかということ。一方臨床心理士さんの

中でも行動療法的なアプローチをする場合は，学

校のプライバシーとの問題で抵触することは少

なく，わりと具体的にやっていく場合が多い。メ

ンタルヘルスの実際は，専門的な基礎知識を使う

という問題と，紛らわしい問題の背景の見立てを

持ってやっていくという問題，それとケースワー

クにおいて実際どう連携するか，カウンセラー，

養護教諭が指揮官的にどうコーディネートしてい

くかという問題がある。

 

　今年度，平成２１年度は中央審議会答申において

学校保健の充実が求められ，それを受けて４月１日

から学校保健安全法が施行され，初めての学校保健

の研究協議会となった。学校保健の充実，養護教諭

の役割等についてしっかり取り組まれての研究発表

をもとに，子ども達の心の健康の保持増進をめざす

教育活動の在り方や進め方について協議する。

（１）児童生徒の実態に即した心のケア等の支援や

健康相談の進め方について

（２）心の健康つくりをめざした教育活動の展開と

環境整備等の工夫について

（３）学校・家庭及び地域の関係機関との連携を図っ

た心のケアの進め方について

豊な人間性と社会性をはぐくみ心の保持
増進を目指す教育の進め方

島根県仁多郡奥出雲町立三沢小学校

教頭　荊尾　玲子
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【質疑応答】
（１）お悩みカードの書くスペースをかなり広くと

られているが，どういう形で書かれ，どのように

整理されるのか。( 兵庫県　養護教諭 )

《回　答》
・腹の立っている子は，大きな字で「腹立つー」，

いっぱい胸の中にある子はちっちゃな字でたくさ

んきっちり書き，この四角の中で子どもたちは自

分を表現するので大きなスペースにしている。

・子どもが書いたのを見て，質問をし直し，言って

くれたことに足し書きをするような確認をするよ

うな形で，子どもも私も書き，目に見えるように

している。２つ目の括弧は，ハッピー度を上げる

ためにこれから出来そうなことや応援してもらい

たいことを書くスペースにしている。

　　（発表者　大牛）

・「お悩み整理カード」を精神医療の立場から見た

場合，１つには，思っていることをアウト・プッ

トするだけで既に十分大きな意味がある。自分の

中に留めておかず人に伝える，言語で書くことで

ある程度整理され，自分のとらえ方「認知」がど

うなのかが自分及び他人に分かる。また，次のス

テップ，ストレスとどう付き合っていくかストレ

スコーピングの準備作業をやっている意味合いに

つながる。２つ目は，書いてある内容から何らか

の障害特性をもっていることが間接的にキャッチ

されることがある。問題の解決とともに障害特性

を抱えた状態をどう支援していくかもっと長期的

な問題につながって行く。さらに，文字のサイズ

とか乱れ，筆圧は,心理学で用いる描画テストと

同じような意味合いで見ることもできる。３つ目

は，文字にしたということで他の教職員が一緒に

見ることが可能になり，職員間で共有するとかで

き，組織体制の充実に間接的に関与するというメ

リットがある。　　　　　　　　（講師　十一）

（２）様々なスペースを設けられているが，子ども

達がそのスペースで過ごす時，養護教諭 1 人で対

応しているのか，グループの職員の助けを求め対

応しているのか。　　（神奈川県　総括養護教諭）

《回　答》
・保健室のリフレッシュスペースで休む子は養護教

諭が，リフレッシュルームの場合は職員室にいる

職員や特別支援員が勉強したりストレスの自己コ

ントロールをしたりしている。校長が対応するこ

とも多い。本校では「学校の子ども」ととらえみ

んなで支援していく体制づくりができている。少

ない人数の中でどう対応していくかが課題だが，

ミニケース会議を開いたりいろんな人が対応でき

るときに対応したりしている。対応できないとき

は教室で過ごすこともある。　（発表者　市川）

（３）コーディネーターとしての養護教諭の役割の

情報交換会の中でいろんな方々の支援が入ってい

てうらやましく思った。訪問指導員はどういう資

格の方がなられるのか。　　（沖縄県　養護教諭）

《回　答》
・訪問指導員は要資格者ではなく，県内で配置校

が決まっている。もとは県の教育センターの教育

相談室の心理の先生や心理を志している院生の活

用で家庭訪問など効果があったことを受けて，県

で予算化されたように聞いている。本校では，保

護者への対応で学校の弱さを感じていたので，地

区の支援室，少年教育相談室などで長く不登校専

任の相談員として勤められたベテランの女性の相

談員さんに来て頂き，家庭訪問など保護者に寄り

添った関わりなどで学校との橋渡しをしていただ

き効果が上がっている。　　　（発表者　長田）

（４）お悩み整理カードは「整理」というのがキーワー

生徒が悩みに向き合い主体的に
問題解決するために
～「お悩み整理カード」の活用～

大徳島県吉野川市立鴨島第一中学校　養護教諭　大牛　裕子

心の安定を図るための支援の在り方
～児童の心の居場所づくり～

広島県廿日市市市立宮内小学校

養護教諭　市川　知子

生きる力を育てる健康相談体制の在り方
～健康相談におけるコーディネーターとしての
養護教諭の役割～

福岡県立ひびき高等学校　養護教諭　長田　泰子
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ドでポイントだと思いました。心の整理がつけば

ストレス解消や心の健康も保持されて行くと思う

ので，小学校の早い段階でこういった整理ができ

る年齢に合ったものがあれば教えてほしい。

　　勤務校は生徒が増え普通教室のスペースも少な

くなってきている状況である。部屋が作れない中

でこどもがリフレッシュする居場所スペースを作

るにはどうしたらいいか工夫があれば教えて頂き

たい。　　　　　　　　　　（愛知県　保健主事）

《回　答》
・現状は「お悩み整理カード」になっているが，ス

タートはホワイトボードで保健室に３枚ほど置い

ていた。大きすぎることと記録として残せず積み

重ねにならないので，記録に残る紙にしようと現

在の形に行き着いた。今もホワイトボードも置い

ている。気持ちを軽く書いたり好きな子の名前を

書いたり何か意思表示をしているが，本当に時間

をとってじっくり話をしたいという生徒は「お悩

みカード」を選ぶ。　　　　　（発表者　大牛）

・小学生は自分の思いをなかなか言葉に表せず上

手に言えないので表情カードを使うようにした。

「ホワイトボードにちょっと書いてみる？」とマ

ジックを渡すと紙に書くより喜んで，ちょっとう

れしい気持ちになって言葉では言えないがこの時

こうだったと書きます。質問をしながらその後の

気持ちを書かせ，全部書いた後，自分の気持ちを

振り返りながら表情カードを貼らすという工夫を

している。いろんな表情の中から選んでいる時点

で子どもの心は落ちついている。そこでこの時ど

うすればよかったか考えさせる。思い込みが大き

いところがあるので，思い込んでしまったことや

腹を立てて暴言を吐いたことを反省する場面もあ

る。　　　　　　　　　　　　（発表者　市川）

・小学生の場合，自由記述式でなかなか書けなかっ

たり全然違うことを書いたりする。まずストレッ

サーについて聞き，次にそれに対してあなたの体

はどうでしたかという風に具体的に聞き，最後に

どういう風に対応してきたかコーピングについて

3段階の質問をする。その質問を分かりやすい言

葉で書くと小学生でもちゃんと丸をつける。自分

では気づいていなかったけどたくさんのストレッ

サーがあるとか，結構症状が出ているということ

が分かる。小学生の場合，まずお腹や頭が痛いこ

とが多く，ストレスと関連付けてない人が多い。

質問で誘導していくとお悩みカードと同じように

キャッチできる。

・さらに，発達障害，アスペルガー系の診断を受け

たお子さんにストレス調査をすると，ある特徴が

出てくる。それはすごいストレッサーを受けてい

るということ，にもかかわらずストレスがないと

答えたり，逆にいじめられていないし周囲の子も

からかっているつもりすらないのに深刻ないじめ

を受けたと受け取って，もう僕は死ぬとか家出す

るとか下の欄に書いたりする。ストレスに関して

も発達障害のお子さんは過小評価するか極端に過

大評価しやすい。特に過小評価している場合，本

人はないと思っていても確実にその影響を受けて

いるので，やはり健康観察が非常に大事になって

くる。　　　　　　　　　　　　（講師　十一)

・赴任する前，一斉の授業では理解が難しかった

り，何らかの原因でストレスを過剰に感じてし

まったり，子ども同士のトラブルが発生してしま

うという学級が増加し，どうにかしないといけな

いという中で，ひとつ教室を学習支援室にと言わ

れたが，子どもたちの状態を半年間見て，学習支

援室だけでなくリフレッシュする部屋もいるので

はないかと感じ，校長先生にリフレッシュルーム

学習支援室という形を提案した。子どもたちがリ

フレッシュしストレスを自己コントロールできる

部屋にするためにはどんなことをしたら，どうい

うものが必要かということを本などで調べて揃え

た。予算も限られていたのでかなり走り回って夏

休みのほとんどを費やした。予算についてはフロ

アーの学校長が詳しく説明する。

　(発表者　市川)

・何人もの子が教室を飛び出し，捕まえては職員室

へ連れて行き，3～４グループの子を教頭が監視

しながらというのが毎日続き，部屋を一つ作ろう

というになり，仕切って４グループぐらいは一人

で管理できるだろうと考えスタートした。後は，

養護教諭に専門的に研究してくれということで

やった。予算は，本校の卒業生の方が育英基金を

設立され，その基金は教育委員会がやるべきこと

に使ってはいけない，全児童にかかわることでな

いとだめという縛りがあり，通常学級に在籍する

一部の子のためには使えないという反対があった

が，この通常学級に在籍する子が落ち着いて学習

することによって学級が落ち着き学校全体が落ち

着くということを様々な資料を基に説明し説得し

た。

・ホワイトボードには大きな効果があり，興奮し

ていた子が冷静になる。また，耳からの情報に

は弱いが目からの情報には強いという子にとって

は，自分の行動を振り返る際の大きな助けとなっ

ている。その中で「ちょっと我慢した」とかいう

言葉が出てくると，赤で線を引いて「ここすごい

ねー」と言って視覚的に入るようするのでよく印

象に残る。次の日，養護教諭が「昨日すごいこと

があったよね。覚えてる？」と聞くと赤線を引

いたところの「我慢した」ということを言ってい

－ 44 － － 45 －



た。今，いろいろと実験的にやっているところで

ある。　　　　　　　　　　　（広島県　校長）

・本校は保健室が1教室分あるがきれいではなく，

保健室登校児2名を抱え，クールダウンしに来る

子も何人もいるので保健室のベッドの横を整理

し，やはりちょっとフワッと座らせるところが必

要だと思うので，不要になったソファーをもらっ

て，学校の机におしゃれなカバーをしてかわいい

ぬいぐるみを置きスペースとして活用している。

ホワイトボードも使用し，表情カードは来室カー

ドの裏側に印刷をしてチェックできるようにして

る。　　　　　　　　　　（京都府　養護教諭）

（５）長田先生に専門医の校医の配置，予算，医師

　会との折衝等について　　　（群馬県　学校医）

《回　答》
・内科・眼科・耳鼻科・歯科の先生はいる。それ

とは別に「性と心の推進事業」というのが福岡県

にはあり，その中で精神科医の専門医と婦人科医

の専門医が県立の全日制高校に全校配置されてい

る。医師会の推薦を受けて県の方に上がってきた

医師が各学校に振り分けられるという制度になっ

ている。学校をかけもちされている医師もある。

学校により活用には格差がある。年間予算が年々

減少傾向にあり，現在は性と心の年間2回という

予算しか付いていない。1回の予算は18,000円が

組まれている。学校としては増回の要求をした

り，国費事業があればそこに掛け合ったりしてい

るが，施行が5～6月など年度の中途のものもあ

り，生徒も待っていられないので，学校にお願い

してＰＴＡの方から1回だけ出してもらったりし

ながら確保し今の形を続けている。

（発表者　長田）

・医師会との関係ですが，うちの担当者が毎年数

回医師会の方に参りまして事業の概要説明であ

るとかお願いをしているところである。問題点と

して，性の指導等について学校が望まないような

お話を専門医がなさって困ったという意見があっ

た。

・もう1点，子どもの健康を守る地域専門家連携事

業で，学校の方から選んでいただいた健康に関す

る専門的な知識を持つ方を事業として挙げていた

だき，予算を令達するという事業も行っている。

（福岡県教委体育スポーツ健康課）

・県教委と医師会との連携，話し合いを重ねられ体

制ができているように思う。それに加え学校から

の働きかけで，県で計画された回数よりも多く学

校に来ていただいているのは，長田先生の熱意の

賜物と思う。　　　　　　（指導助言者　荊尾）

 

　今年度施行された，学校保健安全法には学校経

営の中に学校保健を重視する視点や健康観察・健康

相談・保健指導の充実，さらに地域・医療機関との

連携を図るということが明記された。これを受けて

の課題別研究協議会の発表には３点共通することが

あった。

（１）個々の健康課題への適切な対応はもちろんの

こと，学校全体の心の健康問題の早期発見・早期

対応のため，客観的な実態把握に努めタイミング

よく対応されている。その中で一番基本になるの

はやはり健康観察である。「いつもとちょっと違

うな」と気づく教職員の感性を磨くことが大切で

ある。

（２）校長を中心とした校内の組織体制，支援態勢

の充実が図られている。校内連携なくして校外と

の連携はあり得ない。

（３）校内及び関係機関 ( 者 ) との連携の中で養護

教諭がコーディネーター役をしっかり果たしてい

る。連携において学校は，専門家を教育の枠を大

切にし，子どもの将来を見据えて育てる必要があ

る。構成する人が変わってもすべきことがきちん

とでき，活動が継続できるようにすることが体制

づくりである。

　　「 啄同時」ということばがある。雛が卵から

生まれ出ようと中から殻をつつく時，機を逸せず

親鳥が外から殻をつつくように，子どもたちのわ

ずかなサインに気づき，タイムリーに対応するこ

とは健康相談の本旨である。
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