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はじめに 

 

 第ＸＸＩＶ期(２００８・２００９年度)学校保健委員会の諮問は「学校健康教育の新しい展開」

であり、これまで何度か本委員会において討議してきた学校医の取り組む健康教育の発

展型課題と捉えることができよう。取り組む主体については、学校医に限定せず幅広い診

療科を専門とする医師をも想定し、医師の各専門を学校現場の健康教育に活用すること

を考慮する視点に立っている。少子高齢化、一次予防の重視、心の健康への配慮、生活

習慣病予防を含む生涯を見通した健康づくり等のキーワードを念頭に、学校における健

康教育に医師が積極的に参加及び支援するためには、どのような展開の仕方がありうるか

という観点で検討を重ねてきた。 

 今回の諮問に対する答申は、実際に地域において医師会員が学校保健活動を展開す

る際に役立てていただけるような内容と示し方を意識した。各地域において地域の特色を

生かした学校健康教育が展開されることを願う次第である。 



Ⅰ. 学校健康教育とは 

 

１． 用語としての学校健康教育 

 わが国において健康教育に学校を冠した「学校健康教育」という名称が登場したのは、１

９８８(昭和６３)年、旧・文部省体育局における組織改正によりそれまでの学校保健課と学

校給食課を統合し、学校健康教育課が誕生した時である。この内容については「健康教

育の推進と学校健康教育課の設置について」(文体学第１１８号、文部省体育局長通知、

昭和６３年７月１日)に詳しく記述されている。そこには、「この学校健康教育課は、新たに、

学校教育及び社会教育における健康教育の振興に関し、連絡調整する等の総合的な事

務を行うものである」と記述されている。ここではまた、「健康教育とは、心身の健康の保持

増進を図るために必要な知識及び態度の習得に関する教育をいうものである」としている。

新しい学校健康教育課は、「学校保健課及び学校給食課が所掌していた学校保健、学

校安全、学校給食等に関する事務をすべて継承して所掌することとなる」と述べた上で、

「これらに関しても、健康教育の重視の視点から一層の充実向上を図る」としている。すな

わち、健康教育を幅広い観点から重視し展開する方針であることが示されている。 

 また、文部科学省組織令第１０条にスポーツ・青少年局の所掌事務が記載されているが、

その第１１項にて「文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興に関する基本的な施策

の企画及び立案並びに調整に関すること。」という記述があり、健康教育についてふれて

いる。 

 このように学校健康教育とは基本的には「学校における健康教育」を意味しつつも、行

政的に文部科学省の課の名称として用いられているため、当該課の所掌事務をも意識さ

せる用語となっていることを留意すべきである。 

 

２． 医師として学校で展開しうる健康教育 

 平成１２-１３年度の日本医師会学校保健委員会においては「学校医活動における健康

教育の在り方と推進の方策」という諮問に対する検討が行われ、平成１４年３月に坪井会

長へ答申が手交されているが、その中で学校医活動における健康教育の捉え方が示され

ている。ここで、「健康教育には、学習や指導からなる保健教育をはじめ、保健管理活動

の一部、さらには安全や給食における教育的活動等、様々な機会が含まれる。」と説明さ

れ、学校保健の領域構造の各要素と学校医が関わりうる健康教育の例が図示されている

(図１)。 

 他方、平成２１年４月に施行された学校保健安全法にかかわる文部科学省令である学校

保健安全法施行規則において、学校医の職務執行の準則として示された学校医の職務

内容には健康教育という文言は見あたらない(表１)。健康教育を含む可能性のある条項と

しては、第３項の「法第８条の健康相談に従事すること」、第４項の「法第９条の保健指導に

従事すること」等が挙げられるが、上述の平成１４年３月の答申で述べられた趣旨を生かせ



ば、その他の保健管理的職務においても医師として関与しうる健康教育の場面を想定す

ることができる。 

 医師が学校医として、あるいはそうでなくとも、学校保健活動、学校教育及び課外活動

に関わりを持つ立場となった時、どのような健康教育を展開しうるかについて整理してみよ

う。 

 通常医師が教員免許を併せ持つことはまれなので、教員として単独で授業を担当するこ

とはない。しかしながら、保健学習に担任教諭あるいは保健体育科教諭、保健を担当する

兼職発令を受けた養護教諭とチームを組み、参加することはありうる。例えば、喫煙の害に

ついて教諭が導入を行い、医師が喫煙の健康影響について具体的に語り、最後に教諭

がまとめるというチーム・ティーチング(Ｔ.Ｔ.)形式で授業が展開することは可能である。この

場合は、事前に担当する教諭と医師とで十分な打ち合わせを行っておく必要がある。授

業に参加し積極的に保健学習に関わる医師に対し、特別非常勤講師制度を適用し、一

定の謝金が支払われるよう学校が措置することも条件が整えば可能である。 
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図１ 学校保健の領域構造と健康教育の関係 

表１ 学校医の職務：（学校保健法施行規則第 23 条：学校医の職務執行の準則）
1) 学校保健安全計画の立案に関すること 
2) 学校環境衛生の維持改善に関し，学校薬剤師と協力して必要な指導と助言を行うこと 
3) 健康診断に従事すること 
4) 疾病の予防処置に従事し，及び保健指導を行うこと 
5) 健康相談に従事すること 
6) 伝染病の予防に関し，必要な指導助言を行い，並びに学校における伝染病及び 
  食中毒の予防処置に従事する 
7) 校長の求めにより，救急処置に従事すること 
8) 市町村の教育委員会または学校の設置者の求めにより，法第 4 条の健康診断または 
  法第 8 条第 1 項の健康診断に従事すること（注：就学時の健康診断，職員の健康診断） 
9) 前各号に掲げるもののほか必要に応じ，学校における保健管理に関する専門的事項の 
  指導に従事する 
 
 学校医は，前項の職務に従事したときは，その状況の概要を，学校医執務記録簿・学校 
歯科医執務記録簿に記入して，校長に提出するものとする。 



 実際に学校医あるいはそれ以外の医師が学校で関与する保健活動としては保健管理

に関することが多い。医師が健康診断、健康相談等の場面で必要に応じ児童生徒等に行

う保健指導、健康相談等における保護者への助言等が対象者別に行いうる健康教育の

場面となりうる。これらの場面では医師が単独で指導、助言を行うというよりも、教諭または

養護教諭、栄養教諭が陪席して行うのが実際的であろう。医師は原則的な健康教育を行

い、学校や家庭生活における実際上の指導について教諭等が説明するという形式の方が

展開しやすい。 

 第ＸＸ次の本委員会は「学校医活動における健康教育の在り方と推進のための方策に

ついて」という諮問を受け、平成１４年３月の答申において学校医活動における健康教育

の捉え方についてふれている。すなわち、「健康教育には、学習や指導からなる保健教育

をはじめ、保健管理活動の一部、さらには安全や給食における教育的活動等、様々な機

会が含まれる。」との見解を示した。具体的な例としては、個人を対象とする保健指導や、

児童生徒を対象とした健康に関する講話のような集団対象の指導を保健指導として位置

付けた。さらに、保健管理的活動の中でも健康教育として位置付けられるものとして、例え

ば、学校医が薬剤師と協力して環境管理に関する指導・助言を与える場合、健康診断の

事後措置としての指導・助言を与える場合等が含まれるとした。さらに保健管理と保健教

育が円滑に進行することを支える保健組織活動の中にも、例えば学校保健委員会、教職

員研修会、保護者対象の会等で学校医が専門的立場より助言したり、指導したりすること

も健康教育に相当するとした。この答申ではすべて学校医の行いうる健康教育として記述

されているが、今日的には学校医やその他学校保健に関わる医師と拡大解釈できると考

える。 

 ここで改めて医師が行いうる健康教育を対象者別に考えてみよう。 

 

(１) 児童生徒への健康教育 

 既に述べたように、児童生徒の保健学習への協力、講話、健康相談を通じた指導等が

主である。教育の専門家ではない医師が児童生徒の発達段階に応じ、適切に健康教育

を単独で行うことは必ずしも容易ではないので、担任教諭、保健体育科教諭等の協力や

助言を得て健康教育を行うのが適切である。とかく医師は医学教育をモデルとして児童生

徒に教え込もうとしがちであるが、子どもが自ら学ぶ意欲を引き出すよう適切な言葉かけや

発言を促すような場面づくりに留意することが大切である。一度に多くのことを教えようとせ

ずに、与えられた時間内に伝えるべきメッセージを厳選し、メリハリをつけて児童生徒に伝

えることが大切である。 

 また、学校の教育計画の流れを理解し、その流れに即して健康教育を行わなくてはなら

ないことも知っておくべきである。これは、発達段階に応じた指導を行うということにも通じ

ている。学校教育は私立学校や国立学校の一部を除き、学習指導要領に準拠し展開さ

れている。そこには学年により学ぶ内容が整理されており、時間数の配分も決められてい



ることが多い。このため、学校の裁量は幾分入ることがあるかもしれないが、多くの場合、か

なり厳密に流れができている。医師は１年間のごく限られた場面にワンポイントで健康教育

を行うことがほとんどである。普段授業を担当している教諭と事前に十分に話し合い、授業

計画を示し授業に望むべきである。例えば、性に関する指導の場合、それまでに児童生

徒は何を学んで来たのか、今後どのような学習をする計画になっているのか等を教諭と意

思疎通を図った上で授業を実施すべきである。 

 

(２) 教職員への健康教育 

 日々の教育活動に関わる健康上の課題、児童生徒への生活指導、教職員自身の健康

管理等について医師から専門的視点に立った講話を聞くことにより確実な知識を得ること

の意義は大きい。教職員の基礎知識にはばらつきが大きいので、勉強会を重ねることによ

る共通理解を図ることも大切である。一般的な教養を高める場合以外に、児童生徒の特定

の健康課題、疾病等の理解を促進する上での知識を得ることを目的とする場合もありうる。 

 

(３) 保護者への健康教育 

 今日、夫婦共働きの家庭も増えており、また母子家庭も増えているので、保護者が来校

する機会を捉えることにより効果的な健康教育が実施可能となる。そのためには学校行事

との有機的連携が重要であり、校長等管理職や教員と事前に協議した上での計画的な実

施を考えるべきである。実際の場面としては、学校保健委員会時の発言、ＰＴＡ活動への

協力、参観日等の学校行事との連動、その他が考えられる。テーマとしては発育・発達に

関わる事項、感染症、予防接種、心の健康、生活習慣、その他数多く考えられる。 

 



Ⅱ. 学校健康教育の現状 

 

 日本の学校教育において、健康について体系的かつ重点的に教えられている教科は、小

学校「体育」、中学校「保健体育」、高等学校「保健体育」である。さらにその内容としての保

健が教えられるのは、小学校では体育の保健領域(第３学年～第６学年)、中学校では保健

体育の保健分野(第１学年～第３学年)、高等学校では保健体育の科目「保健」(第１学年～

第２学年)である。これらにおいて教えられる内容を示したガイドラインに相当するのが、学校

教育法施行規則(文部科学省令)の規定を根拠に定められた学習指導要領である。学習指

導要領は昭和２２年度から小学校にて実施されたのを皮切りに、小学校における開始年度

で言えば昭和２６年、昭和３１年、昭和３６年、昭和４６年、昭和５５年、平成４年、平成１４年と

改訂が重ねられてきた。平成２０年に公表された新学習指導要領は小学校では平成２３年

度より実施予定である。 

本稿では新学習指導要領に準拠し、小学校、中学校、高等学校における保健学習につ

いてその概要を説明することを通じ、また、幼稚園教育要領及び特別支援学校教育要領・

学習指導要領で取り扱う健康に関わるねらいと内容を参照することを通じ、現代から近未来

の日本の学校における健康教育の核となる部分の構造理解を図ることとしたい。 

 

１． 幼稚園 

 幼稚園教育要領では、発達の側面から、心身の健康に関する領域「健康」、人との関わり

に関する領域「人間関係」、身近な環境との関わりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関

する領域「言葉」、感性と表現に関する領域「表現」としてまとめ、示している。幼稚園では、

これらに示す「ねらい」が総合的に達成されるよう教育を行うことにより、生きる力の基礎を育

成している。 

「健康」 

 健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。 

［ねらい］ 

(１) 明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。 

(２) 自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。 

(３) 健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。 

［内容］ 

(１) 先生や友達と触れ合い、安定感をもって行動する。 

(２) いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。 

(３) 進んで戸外で遊ぶ。 

(４) 様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。 

(５) 先生や友達と食べることを楽しむ。 

(６) 健康な生活のリズムを身に付ける。 



(７) 身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動を自分でする。 

(８) 幼稚園における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整えながら見通しを持って

行動する。 

(９) 自分の健康に関心を持ち、病気の予防などに必要な活動を進んで行う。 

(１０) 危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方が分かり、安全に気を付けて

行動する。 

［内容の取り扱い］ 

(１) 心と体の健康は、相互に密接な関連があるものであることを踏まえ、幼児が教師や他の

幼児との温かい触れ合いの中で自己の存在感や充実感を味わうことなどを基盤として、

しなやかな心と体の発達を促すこと。特に、十分に体を動かす気持ちよさを体験し、自

ら体を動かそうとする意欲が育つようにすること。 

(２) 様々な遊びの中で、幼児が興味や関心、能力に応じて全身を使って活動することにより、

体を動かす楽しさを味わい、安全についての構えを身に付け、自分の体を大切にしよう

とする気持ちが育つようにすること。 

(３) 自然の中で伸び伸びと体を動かして遊ぶことにより、体の諸機能の発達が促されること

に留意し、幼児の興味や関心が戸外にも向くようにすること。その際、幼児の動線に配

慮した園庭や遊具の配置などを工夫すること。 

(４) 健康な心と体を育てるためには食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切であることを

踏まえ、幼児の食生活の実情に配慮し、和やかな雰囲気の中で教師や他の幼児と食

べる喜びや楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や関心を持ったりするなどし、

進んで食べようとする気持ちが育つようにすること。 

(５) 基本的な生活習慣の形成にあたっては、家庭での生活経験に配慮し、幼児の自立心

を育て、幼児が他の幼児と関わりながら主体的な活動を展開する中で、生活に必要な

習慣を身に付けるようにすること。 

 

２． 小学校 

 体育の保健領域は第３･４学年と第５･６学年に分かれており、教科書も２分冊となっている。

まず、第３･４学年においては次の２単元について学ぶ。 

(１) 毎日の生活と健康   (図２) 

(２) 育ちゆく体とわたし   (図３) 

次いで、第５･６学年にいては次の３単元について学ぶ。 

(１) 心の健康    (図４) 

(２) けがの防止    (図５) 

(３) 病気の予防    (図６) 

「保健」に配当する授業時数は、２学年間で８単位時間程度、また、第２の第５学年及び第６

学年の内容の「保健」に配当する授業時数は、２学年間で１６単位時間程度とする。 



 

３． 中学校 

 保健体育の保健分野において次の４単元について学ぶ。 

(１) 心身の機能の発達と心の健康 (図７) 

(２) 健康と環境    (図８) 

(３) 傷害の防止    (図９) 

(４) 健康な生活と疾病の予防  (図１０) 

保健分野の授業時数は、３学年間で４８単位時間程度を配当する。 

 

４． 高等学校 

 保健体育の科目「保健」において次の３単元について学ぶ。 

(１) 現代社会と健康   (図１１) 

(２) 生涯を通じる健康   (図１２) 

(３) 社会生活と健康   (図１３) 

「保健」は原則として入学年次及びその次の学年の２カ年にわたり履修させるものとされてい

る。 

 

５． 特別支援学校 

 特別支援学校の指導要領等については、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校

小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学習指導要領の３つに分けて示され

ている。 

(１) 幼稚部 

 幼稚部教育要領で示す教育のねらいは、幼稚部修了までに育つことが期待される生きる

力の基礎となる心情、意欲、態度などであり、内容は、ねらいを達成するために指導する事

項である。これらを幼児の発達の側面から、心身の健康に関する領域「健康」、人との関わり

に関する領域「人間関係」、身近な環境との関わりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関

する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」として、また、幼児の障害に対応する

側面から、その障害による学習上または生活上の困難の改善・克服に関する領域「自立活

動」としてまとめ、示されている。 

「健康、人間関係、環境、言葉及び表現」 

ねらい、内容及び内容の取り扱いについては、幼稚園教育要領第２章に示すものに準ずる

ものとするが、指導にあたっては、幼児の障害の状態等に十分配慮するものとする。 

「自立活動」 

［ねらい］ 

個々の幼児が自立を目指し、障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服

するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培



う。 

［内容］ 

１) 健康の保持 

① 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

② 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

③ 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

④ 健康状態の維持・改善に関すること。 

※２)～６）は省略 

 

(２) 小学部 

 各教科の目標、各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取り扱いについ

ては、小学校学習指導要領第２章に示すものに準ずるものとする。指導計画の作成と各学

年にわたる内容の取り扱いにあたっては、児童の障害の状態や特性等を十分考慮するとと

もに、特に次の事項に配慮するものとする。学習指導要領では以後、視覚障害者、聴覚障

害者、肢体不自由者または病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校について

の記述があった後、知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校における各教

科の目標及び内容として記述されている。以下、体育について紹介する。 

「体育」 

［目標］ 

適切な運動の経験を通して、健康の保持増進と体力の向上を図り、楽しく明るい生活を営

む態度を育てる。 

［内容］ 

１) １段階 

① 教師と一緒に、楽しく手足を動かしたり、歩く、走るなどの基本的な運動をしたりする。 

② いろいろな器械・器具・用具を使った遊び、表現遊び、水遊びなどを楽しく行う。 

③ 簡単な合図や指示に従って、楽しく運動をする。 

２) ２段階 

① 歩く、走る、跳ぶなどの基本的な運動に慣れる。 

② いろいろな器械・器具・用具を使った運動、表現運動、水の中での運動などに親しむ。 

③ 簡単なきまりを守り、友達とともに安全に運動をする。 

３) ３段階 

① 歩く、走る、跳ぶなどの基本的な運動を姿勢や動きを変えるなどしていろいろな方法で

行う。 

② いろいろな器械・器具・用具を使った運動、表現運動、水の中での運動などをする。 

③ いろいろなきまりを守り、友達と協力して安全に運動をする。 

 



 なお、小学部、中学部を通じて自立活動が行われており、ここでも健康に関する学習を行

っている。 

「自立活動」 

［目標］ 

個々の児童または生徒が自立を目指し、障害による学習上または生活上の困難を主体的

に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発

達の基盤を培う。 

［内容］ 

１) 健康の保持 

① 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

② 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

③ 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

④ 健康状態の維持・改善に関すること。 

※２)～６）は省略 

 

(３) 中学部 

 小学部同様、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者または病弱者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校についての記述の後、知的障害者である生徒に対する教育を行う

特別支援学校における各教科の目標及び内容として記述されている。以下、保健体育につ

いて紹介する。 

「保健体育」 

［目標］ 

適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して、健康の保持増進と体力の向上を

図るとともに、明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

［内容］ 

１) 体つくり運動、簡単なスポーツ、ダンスなどの運動をする。 

２) きまりや簡単なスポーツのルールなどを守り、友達と協力して安全に運動をする。 

３) 自分の発育・発達に関心を持ったり、健康・安全に関する初歩的な事柄を理解したりす

る。 

 

 なお、「自立活動」については小学部のところで述べたので省略する。 

 

(４) 高等部 

 小学部、中学部同様、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者または病弱者である生徒

に対する教育を行う特別支援学校についての記述の後、知的障害者である生徒に対する

教育を行う特別支援学校における各教科の目標及び内容として記述されている。以下、保



健体育について紹介する。 

「保健体育」 

［目標］ 

適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して、心身の調和的発達を図り、明る

く豊かな生活を営む態度と習慣を育てる。 

［内容］ 

１) １段階 

① 体つくり運動、いろいろなスポーツ、ダンスなどの運動をする。 

② きまりやいろいろなスポーツのルールなどを守り、友達と協力して安全に運動をする。 

③ 心身の発育・発達に関心を持ち、生活に必要な健康・安全に関する事柄を理解する。 

２) ２段階 

① 体つくり運動、いろいろなスポーツ、ダンスなどの運動を通して、体力や技能を高める。 

② きまりやいろいろなスポーツのルールなどを守り、友達と協力し、進んで安全に運動をす

る。 

③ 心身の発育・発達に応じた適切な行動や生活に必要な健康・安全に関する事柄の理解

を深める。 

 

 なお、小学部、中学部と同様、自立活動が位置づけられている。内容は小学部、中学部と

同様である。 

 

 

 

 

図２ 「毎日の生活と健康」の構成(小学校「体育」第３・４学年) 

 



 

図３ 「育ちゆく体とわたし」の構成(小学校「体育」第３・４学年) 

 

 

 

図４ 「心の健康」の構成(小学校「体育」第５・６学年) 

 

 

 

図５ 「けがの防止」の構成(小学校「体育」第５・６学年) 

 



 

図６ 「病気の予防」の構成(小学校「体育」第５・６学年) 

 

 
図７ 心身の機能の発達と心の健康(中学校「保健体育」) 

 

 

図８ 「健康と環境」(中学校「保健体育」) 



 

 

 

図９ 「傷害の防止」(中学校「保健体育」) 

 

 

 

 

図１０ 「健康な生活と疾病の予防」(中学校「保健体育」) 



 

図１１ 「健康な生活と疾病の予防」の構成(高等学校「保健体育」) 

 

 

 

図１２ 「生涯を通じる健康」の構成(高等学校「保健体育」) 

 



 

 

図１３ 「社会生活と健康」の構成(高等学校「保健体育」) 

 

 



Ⅲ. 医師会から提案すべき学校健康教育 

    －各診療科の医師が考える健康教育のあり方－ 

 

 本章は医師会として学校における健康教育にどのような内容を提案しうるかを具体的に示

そうという意図で構成されている。その示し方は、発信者としての各々の診療科を縦糸とす

ると、対象者である児童生徒、教職員、保護者が横糸となっている。さらに第３の軸として発

達段階を考慮し、各診療科から対象者別に発達段階に応じた健康教育の内容が提案され

ている三次元の構造になっている。これを二次元で示すため、診療科ごとに表形式で対象

者別、発達段階別に健康教育の内容を表した。 

 これまでにこのような観点で医師が関与する健康教育の案は示されたことはなく、その意

味で画期的な提案となっている。 

 

１． 児童生徒に対する健康教育のあり方(Ｐ２９表２参照) 

(１) 内科・小児科 

１) 成長・発達 

① 幼稚園 

幼稚園の時期は、食習慣や運動習慣などの生活習慣の基礎を作る年齢である。身体的、

神経系発達に欠かせない運動習慣として遊びは重要であり、また心の発達の基礎となる友

達づくりなどのためにはできるだけ元気な外遊びが勧められる。幼稚園では身体づくりも含

め、遊ぶ時間を多くすべきであろう。 

② 小学校 

小学校中学年から個人差はあるものの体の発育･発達が始まる。この思春期の変化は男女

差が大きく、大人の体に近づくものであることを認識させ、誰にも現れる発達であることを理

解させる。性教育も始めなければならないが、女子児童に対する内容は産婦人科から提案

されるので割愛するが、男子児童に対する性教育も別に必要である。 

③ 中学校 

中学校１年生になれば第二次性徴はさらに顕著になり男女差が明らかになる。また精神機

能も発達し、自我にも目覚め、社会性も発達してくるので、思春期の精神(こころ)の発達の

教育が必要である。 

④ 高校 

高校２年生、３年生では新生児から老年期までの各段階においてどのような健康問題があ

るか、また将来の親としての子育てや、子どもの疾病、保健に関する点についても基礎的な

問題を教育する。 

２) 生活習慣 

 児童生徒に対する生活習慣についての健康教育のあり方の基本は、幼稚園・小学校では

自分自身に関する生活習慣を、中学校では他人との関わりにおけるものを、また、高校では



社会との関わりの中での生活習慣に関する健康教育を行うことである。 

 発達段階に応じて行うことはもちろんではあるが、生活習慣を身に付けることが、すべての

基本につながることから、幼稚園から小学校低学年においては生活習慣の獲得を目的とす

るものを第一の健康教育として開始するべきである。 

 また、年齢的にも、食事・排泄・睡眠などの生活習慣の基本を子どもたちの実際の体験を

もとに、会得させていくべきであろう。 

 児童生徒に対するメディア対策としての健康教育は、メディアによる成長への影響の重要

性を認識させ、いわば、メディアとのよい関係の形成を子どもに理解させるためのものであ

る。 

 携帯電話については、その普及とともに、メールの使用の頻度の増加に従って、携帯メー

ルに対する新たな心理状態が若者たちの間に生まれてきており、メールの使用の多さと「い

じめ」の経験者などが相関するなどの実例を示すことにより、人間がメディアや携帯電話な

どの、いわば、「機械の奴隷」になるという主客転倒にならないよう理解させる教育が必要で

ある。 

 具体的内容については、日本小児科医会から提出されている“「子どもとメディア」の問題

に対する提言”を参考にして教育を行うことが肝要と考える。 

３) 健康診断 

 学校の定期健康診断は児童生徒の疾病の早期発見、早期治療などと同時に児童生徒の

健康管理、健康教育に資するものである。内科健診としては身長、体重及び座高、栄養状

態、結核、心臓、尿、寄生虫などの検査がある。このような検査は一部の検査を除いて毎年

行われており、児童生徒にもその意義と重要性を理解させる必要がある。心臓検診は小学

校１年生、中学校１年生、高校１年生では心電図記録が必須項目であり、心電図をとること

により、中学校１年生には将来の心疾患も含めて、よい健康教育の機会となる。 

４) 喫煙・飲酒・覚せい剤・薬物乱用防止 

 覚せい剤・薬物乱用防止と飲酒、喫煙防止の健康教育は小学校高学年より、クラスごとか、

学年集会で繰り返し行うことが望ましい。薬物乱用を未然に防止するためには、児童生徒に

大麻等の違法薬物に関する正しい知識や「薬物には絶対に手を出さない」という適切な意

思決定ができる能力を身に付けさせることが必要である。健康教育を推進するにあたっては、

学校保健計画等に位置付け、体育科・保健体育科の時間はもとより、関連学科や道徳の時

間、特別活動、総合的な学習の時間など学校の教育活動全体を通じて計画的・組織的に

行う。警察関係者、学校医や薬剤師などの外部の専門家を講師とした薬物乱用防止教室

を中学校・高校においては年１回以上、小学校においても必要に応じて実施して指導の充

実を図る。また、高校においては、全校集会やホームルームにおいて、薬物乱用防止につ

いて取り上げ、生徒の自主的・自発的な活動を促すことにより、意識を高めるよう具体的に

指導する。 

 喫煙については、その害や将来罹患しうる合併症について指導するとともに、受動喫煙の



害についても指導する。 

 飲酒については、未成年の飲酒について指導するだけでなく、飲酒が起こしうる様々な身

体的・社会的問題や過度の飲酒による依存の問題についても指導する。 

５) 感染症対策 

① 幼稚園 

多くの感染症(病気)は、接触感染・飛沫感染・飛沫核感染で広がることから、感染予防のポ

イントとして、正しい手洗い、マスクの着用、うがいと咳エチケットを指導する。 

② 小学校 

小学校低学年：病気にならないために日頃からの予防が第一であること、感染症予防として

予防接種という方法があることを教える。 

小学校中学年：予防接種は病原体の毒素の力を弱めてワクチンを作り、体に接種して病気

に対する抵抗力(免疫)を作り、多くの予防接種は安全に行われることを指導する。 

小学校高学年：病気になると病院への通院や入院が必要になり、学校などを休むほか、日

常生活に大きな負担となることを指導する。 

③ 中学校・高校 

中学校１年生：予防接種は、自分が病気にならないよう予防できるだけでなく、周りの大切な

人に病気をうつさずに済むことを指導する。 

中学校３年生以上：日頃から病気にならないよう、食事内容に注意する、適度な運動をする、

生活習慣を見直し健康を増進する、健康に悪い影響を与える喫煙や薬物の乱用、事故防

止にも気を付けるよう指導する。 

６) 食育 

① 幼稚園 

幼稚園：食育Ⅰ(食事を楽しむ) 

子どもと一緒に食事をし、季節の行事メニューで文化を伝え、テレビを消して家族の会話を、

おしゃれな食卓を楽しむことを教える。「食べる」ことだけが食事ではないことを教える。 

② 小学校・中学校 

小学校低学年：食育Ⅱ(食事・食品の基礎知識) 

小さい頃から正しい食事マナーが大切であること、「食品の基礎知識」として、食べ物の働き、

元気に暮らすための食べ物は、食べ物がどうやってできるのか(学校菜園)などを指導する。 

小学校中学年：食育Ⅲ(栄養バランス等) 

栄養バランスの必要性を教える。上手な取り方として、主食、主菜、副菜の３群に分けて組

み合わせ、牛乳を加えて４群とすればバランスがよいことなどを指導する。 

小学校高学年～中学生：食育Ⅳ(食習慣) 

小学校高学年から本格的な食育を始める。生活習慣病予備軍にならない食事の仕方、規

則正しい食習慣、成長に必要な適正食事量を指導する。 



③ 高校 

高校生：食育Ⅴ(食品衛生） 

学校でも食中毒が発生しており、また遺伝子組み換え食品なども心配されるが、学校給食

衛生管理基準に沿って、安全な給食調理が行われていること、食物アレルギーにも対応し

ていることを教える。 

７) 学校安全 

 事故が小児の死因の中で最も頻度の高いものであることを理解させ、また適切な対応によ

って予防できるものであることを指導する。 

① 事故の実態、危険、発生要因、応急・救急処置 

幼稚園：事故の実態について、実地体験や疑似体験を通じて学習させ、事故予防の具体

的実習、またけがをしたときに身近な大人への連絡の仕方を指導する。 

小学校低学年：事故やけがに対する具体的な課題を取り上げ、講義や交通安全教室など

による知識を教える。 

小学校中学年：実体験に対する検討やグループ討議などを行う。 

小学校高学年：学校保健委員会などを通じて討議させ、安全に対する意識を身に付けさせ

る。 

② 事故予防 

幼稚園：家庭の協力の下、チャイルドシート・シートベルトの使用、横断歩道など基本的交

通ルールの体験・実習をさせる。 

小学校低学年：遊具の使用方法、安全の取り決めをクラス単位で授業し、グループ討議さ

せる。 

小学校中学年：危険予知の手段や方策をグループ討議・クラス発表などで体得させる。 

小学校高学年：事故予防の具体策を実践でき、下級生を指導できるようにする。 

中学生：小学校での安全教育の補完と部活動や委員会活動を通じて学校安全・事故防止

の知識を習得させる。 

高校性：バイクによる交通事故など事故の質が変わりうるため、学年集会、クラス講義のみな

らずグループ討議を導入して事故と安全の意識を高める。整形外科医や地域の専門家に

よる講演もよい。 

③ 応急処置 

幼稚園：大人への迅速な連絡ができるようにすること。出血に対する圧迫止血や水による洗

浄などを体験で学ばせる。 

小学校低学年：圧迫止血、流水による傷の洗浄、事故やけがの程度の判断がある程度でき

るようにする。 

小学校中学年：一般的なけがの手当の授業や実技指導を行う。 

小学校高学年：一般的なけがの手当に加え、学習指導要領の範囲を越えた内容ではある

が心肺蘇生法の実技指導も受けられるとよい。 



中学生・高校性：ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を含むＢＬＳ（一次救命処置）ができるよう実

技指導する。高校では、事件、災害による健康被害や傷害に対しても応急対応できる知識

と技術を学ばせる。 

④ 救急処置 

救急処置を適切に行うことにより傷害の悪化や突然死を防止することができる可能性がある。

特に救急処置は心肺停止状態の人を救命する可能性があり、心肺蘇生法の教育が重要で

ある。学習指導要領の中学「保健体育」には「中学校２年生」で行うことが明記されている。

救急処置の意義はもちろん、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫による心臓マッサージなどの

基本的な心肺蘇生法や、現在、急速に普及しているＡＥＤについても教える必要がある。高

校１年生ではダミーを使用して実際に心肺蘇生の実習やＡＥＤを使用する経験を持たせ、

いつでも役立つような訓練が必要である。 

 

(２) 眼科 

１) 視力、弱視、斜視、コンタクトレンズ 

 三歳児健診時、幼稚園、保育園での視力検査が実施されていない場合が少なくない。平

成２０年の日本眼科医会の幼稚園と就学時の視力検査の調査結果では、全国平均で幼稚

園が５０.７％、小学校就学時で８.９％が実施していなかった。学校保健安全法では幼稚園

を含め毎学年の視力検査の実施が規定されているために必ず実施する。 

 視機能の発達は６～８歳でほぼ終わるが、視機能の発育過程に何らかの異常があった場

合には就学年齢においても「１.０」の視力は得られず早急な治療が求められる。特に立体

的に物を見る両眼視機能はその完成は視力より早いために、より低年齢からの治療を必要

とする。眼科健診にて弱視や斜視などを早期に発見し、治療開始年齢が早いほど効果があ

る。６歳頃からの弱視治療では遅いと言われている。弱視を見逃された子どもは生涯にわた

り矯正視力の改善はなく不利益を生じるため、早急な対応が望まれる。 

 携帯ゲーム、携帯電話が小学生にも普及し始めたことに加えパソコンなどに伴う近業作業

は近視化を助長し、裸眼視力低下者の増加につながることが推測されている。裸眼視力低

下により適切な眼鏡が必要となるが、成長期では眼軸が延長し視力は変化する。成長が止

まる高校生後半では近視の進行は治まってくる。 

 コンタクトレンズ使用者が増加している。全国平均で小学生の０.１％、中学生の５.９％、高

校生の２５.２％がコンタクトレンズを使用している。重症眼合併症である感染性角膜炎を生

じた１０代の症例の内、９６.３％がコンタクトレンズ使用者であった。コンタクトレンズ使用者、

教職員、保護者への十分な啓発が必要である。 

２) 疾患の特性 

 眼科学校保健の特性としては眼疾患(霰粒腫、アレルギー性結膜炎、感染性結膜炎など

外眼部疾患)、アトピー性眼疾患(白内障、網膜剥離)、学校内での外傷(体育、休憩時、水

泳時など)、ドライアイ、携帯電話・パソコンなどによる眼精疲労、調節緊張などに注意を払う



べきである。 

発育期での疾患の注意点としては幼稚園では屈折異常、斜視などの眼位異常、眼瞼下垂、

睫毛内反症、横目づかいなどがある。小学生では屈折異常、斜視、水泳時の感染性結膜

炎(予防にはゴーグル使用)、アレルギー性結膜炎、アトピー性眼疾患、眼外傷、眼心身症、

チック症などに注意する。中学生では小学生の疾患に加え眼精疲労(ＶＤＴ症候群など)、調

節緊張、眼外傷、コンタクトレンズの眼障害などに特に注意する。高校生では中学生の疾患

に加えアイメイクによる障害などがある。色覚検査は本人と保護者の希望があれば学校での

検査が可能である。進学、就職などで不利益を生じないためには自分の色覚特性を知って

おくことは大切である。疾患には予防的処置と保健指導(事後措置)を十分に行う。 

３) 健康教育 

 子どもたち、教職員、保護者に対して上記疾患を十分に理解し健康教育を行わなければ

ならない。その方法としては健康診断時、健康相談、学校保健委員会などにて行うが、眼科

学校医はその専門性を生かし予防、指導、助言を行う。パンフレットの配布、講演、懇談な

どで専門指導を行う。講演は最も効果的な啓発活動である。また、地域の教育委員会、医

師会などと連携する。 

 

例：平成１８年横浜市眼科医会は会員診療施設での希望者への色覚検査無料実施。平成

１５年以降、学校での色覚検査受診率は低迷していた。平成１９年、横浜市教育委員会

は学校での色覚検査希望者への実施を各学校へ通知した。 

 

(３) 耳鼻科 

１) 一般的事項 

 耳鼻咽喉科では、聴覚(きこえ)や平衡機能(体のバランス)、嗅覚(臭い)、味覚(あじ)等の感

覚器、また声と言葉などヒトの生命維持や学習に必要な感覚、コミュニケーションに必要な

部分を扱っている。特に小学生ではこれらの器官が急速に成長する時期である。 

２) 各疾患を見据えた健康教育の要旨 

 小学校低学年では、耳は音を聞いたり、動作をうまく行うためにバランスを取っていること

を指導する。鼻は呼吸や嗅覚作用とともに吸気の加温、加湿、除塵、声の共鳴作用も重要

な機能であることを指導する。また、この頃よりタバコの害についても教える。 

 口腔も生命維持のための食物摂取の場としてだけでなく、最近言われているうがい、手洗

いもきちんとしないと伝染病・インフルエンザなどの細菌・ウイルスの入り口になることもある。

「病は口より入り、禍は口より出ず」をしっかり覚えさせる。具体的には小学校低学年では体

の発育、けがの防止、病気の予防、生活行動とよい環境を主体に教育する。小学校中学年

では耳のきこえの仕組みについて教える。また、難聴についても理解させる。 

 小学校高学年では臭いについて理解させる。ヒトと動物の嗅覚の差などを入れてもよい。

災害時の救助犬の話なども関心を呼ぶと思われる。 



 学習指導要領では「道徳」の項に言葉遣い(小１、２)、「保健」の項に「毎日の生活と健康」

(小３)、「育ちゆく体とわたし」(平衡機能は８～１５歳に発達)(小４)、「心の健康、けがの防止

(すり傷や鼻出血の簡単な手当など)」(小５)がかかげられており、これらも念頭に置きながら

健康教育を実践することが望ましい。 

 中学生では「心身の機能の発達と心の健康」(中１)、「健康と環境、傷害の防止」(中２)、

「健康的な生活と疾病の予防」(中３)が教育目標になる。耳の機能として音を聞く、すなわち

聴覚とバランスを保つための平衡感覚に分けられる。特に平衡機能を乗り物酔いと併せて

説明すると修学旅行に際しての注意を含めて理解しやすいと思われる。嗄声の発生とそれ

に関する事項(部活での声の使用、カラオケなど)も大切である。 

 高校生では心身の機能、健康と環境、職業と健康、集団の健康が目標となる。アレルギー

性鼻炎に対する正しい理解、その他のアレルギー(口腔アレルギー症候群等)についても学

習させ、発症とその要因となるものを理解させる。中学生・高校生では将来的に障害の把握

と福祉の理解という意味から聴覚障害や言語障害についての理解が重要となる。 

 総括的にこれまで述べたように何気なく送っている日常生活の中にも耳鼻咽喉科的疾患

の発症の原因となることもあるのでそれらの関連性について理解させる。    

 

(４) 皮膚科 

１) アトピー性皮膚炎 

 アトピー性皮膚炎は、学校教育時期に一致して見られる疾患であるため、学校生活にお

ける管理と支援が重要となる。本症は、慢性難治性皮膚疾患のため、学校生活で様々な問

題が生じやすい。アトピー性皮膚炎の誘発・悪化には極めて多くの因子が関与しており、そ

れぞれの症状、誘発・悪化因子を把握した上で発達段階に応じた適切な指導・助言を行っ

ていかなければならない。幸い、平成２０年度から「学校生活管理指導表」の運用が開始さ

れており、これを十分に活用して児童生徒に対する指導・助言を行っていきたい。 

２) おしゃれ障害 

 最近、化粧をする子どもが増加し、子どもの「おしゃれ障害」が多発している。子どもの皮

膚は、薄く、水分保持機能が低く、皮脂が少なく未発達である。早期の化粧は、そうした皮

膚に悪影響を与えやすい。さらに、子どもは社会的に未成熟であり、科学的な知識もないた

め化粧品などの誤った使用法も問題になってくる。おしゃれは否定すべきではないが、正し

い知識がないことで皮膚障害が生じうることを児童生徒に具体的に教えなければならない。 

３) 紫外線とプール 

 かつて、日焼けした褐色の肌が健康のバロメーターのように思われた時代があった。しか

し現在では、紫外線暴露が皮膚の老化の重要な因子の一つであることが分かってきた。１８

歳までに一生の５０％以上の紫外線量を浴び、その影響は生涯にわたるとされている。どの

年代においても、具体的な対策としては、①紫外線の強い時間帯の外出を避ける、②日陰

を利用する、③日傘や帽子の利用、④袖や襟のついた衣服の着用、⑤サングラス、ＵＶカッ



ト眼鏡の使用、⑥日焼け止め製品の活用などであり、今後児童生徒への指導が求められ

る。 

４) 学校感染症 

 本稿では、学校保健安全法の第三種学校感染症に分類され、“その他の感染症”に包括

される疾患が主に問題になってくる。疾患としては、伝染性軟属腫、伝染性膿痂疹、頭虱、

尋常性疣贅、伝染性紅斑、手足口病、疥癬などである。対応は、周囲へ感染させないため

に、病変部の適切かつ早急な治療と対処を基本とする。患者の周囲の人も同時に治療しな

ければならない場合もありうる。中学生・高校生になると、併せて性感染症が問題となってく

る。 

 

(５) 精神科 

１) 基本方針 

 発達の全過程を通じて、児童生徒が心身の健康を保つ生活習慣を身に付け、自尊感情

と他者への肯定的感情を持ち、適切に集団参加できるようにすることを目指す。また、児童

生徒が自己の心身の状態をモニターして適切に他者に相談できるように促す。 

 このような前提に立ち、年代によって理解の仕方や起きやすい精神障害が異なることを考

慮して、健康教育の重点を調整する。同時に、個体差にも十分に配慮する。 

２) こころの発達と健康の促進 

① 幼稚園 

生活習慣の基礎づくりをするとともに、他者とりわけ同年齢の他の子どもとの活動を楽しめる

ように促す。 

② 小学校 

児童の個体差が大きいことに配慮しつつ集団参加の経験を重ねて、そこで適切な自己主

張ができるように働きかける。９～１０歳頃には精神発達が進んで単に規範どおりに行動す

るだけではなくて自分や他者の思考や感情を把握できるようになる。社会的行動を身に付

ける上で子どもだけの集団での活動も十分に活用する。思春期が近づくと身体の変化も生

じ始めるので、心身両面の発達について理解を深めるように促す。高学年になると、児童が

自他の思考や感情に気付いて社会的行動を身に付けるように一層働きかける。 

③ 中学校 

生徒が認知や情緒という精神機能への理解を深めて自己を振り返り、ストレスへの対処法を

身に付けることを目指す。それに合わせて他者の気持ちに配慮した行動が取れるように促

す。 

④ 高校 

中学に引き続いて生徒が自己理解を深めて適切に自己実現を目指せるように促す。これに

は社会への参加や家族の形成などのテーマも含まれる。 



３) こころの健康の問題や精神障害の予防及び早期介入 

① 幼稚園 

言葉の遅れや歪み、落ち着きのなさなどがあり広い意味での発達障害(精神遅滞も含む)が

疑われる場合には、認知や情緒の発達の特性を把握してそれに合わせた働きかけを心が

ける。 

② 小学校 

集団活動への参加に問題を持つ子どもがしばしば顕在化するので、幼稚園に引き続き発

達障害の可能性も考慮して対応する。思春期が近づいて自己の身体の変化を意識しだす

頃には、疲労感や過呼吸などの身体症状が精神的な問題の表れの場合もあることを伝える。

高学年になると、不安、強迫、いらだちなどを自覚したり、不登校やいじめなどの行動上の

問題を呈する場合が増加し、その基盤に精神障害が存在することも少なくない。それらの予

防や早期発見・早期介入のために、気分障害(うつ病及び双極性障害)、強迫性障害、摂食

障害、さらには薬物類(タバコ、アルコールを含む)の乱用の防止などに関する基本的な事

柄の教育は重要である。 

③ 中学校 

中学校への移行の時期に不登校を含めた不適応を呈することは少なからずあり、配慮を要

する。発達障害というほどでなくとも認知や情緒に多少の偏りのある生徒はおり、それも含め

て自己の特性として受け止めた上で肯定的な側面を生かせるようにする。それでも、学年が

上がるにつれて、自傷行為や自殺企図、薬物類の乱用などの問題、気分障害、強迫性障

害、統合失調症などの精神障害が増加するので、それらについて理解を深めるように促

す。 

④ 高校 

中学３年の延長線上で精神的な問題や精神障害への理解を深めることに取り組む。中でも

これまで十分に取り上げられなかった自傷行為や自殺企図、統合失調症などは、早期介入

のために特に重要であろう。 

 

(６) 整形外科 

 成長段階に応じた健康な体力づくりは、その児童生徒の発育、発達の度合いで個々異な

る。単に年齢などで決められないので、個々の成長を十分に観察し体力づくりを行う必要が

ある。 

１) 成長･発達段階 

① 幼児期 

幼児期(～６歳頃)は人格形成の基礎となる時期であり、生涯にわたって健康・体力の保持・

増進をしていくための基礎体力を養う時期であり、屋内遊びだけでなく外遊びを通じて走る、

跳ぶ、投げる、蹴る、泳ぐなどの基本的な動作を身に付け、遊びを通じて他人との関わりや

情緒的、知的な発達を促すことが大事であり、多種多様な遊びを子ども同士や家族のふれ



あいなどの交流で学んでいくことが大切である。 

② 児童期 

児童期(７～１２歳頃)は、家庭、学校、地域での様々な遊びを中心とした運動、スポーツによ

り基礎的な体力や運動能力を身に付けることが、重要な時期である。生涯にわたって継続

して取り組むスポーツとの出会いや友達づくりなど社会的な関係を広げることも重要であり、

様々な運動・スポーツを体験する機会や環境づくりを進める必要がある。 

③ 少年期 

少年期(～１８歳頃)は、心身の成長とともに子どもから大人へと移り変わる時期であり、心身

の成熟とともに人間形成から見ても大切な節目である。学校の運動部活動等に参加し、ス

ポーツを通じた友情や連帯感を作りあげ、心身の鍛錬を通して、成長・発達し、社会生活に

適応するための様々な能力が養われる。 

２) 運動器検診と運動器疾患・障害予防 

 平成１７年度より日本で行っている「学校における運動器検診」に関わる調査研究の結果

の中で平成２０年に実施した埼玉県内１０校の小学校就学時児童において、運動器機能が

低下した児童を認めた。例えば両肩が挙がらない、両肘の伸びが悪い、片足立ちでバラン

スが悪い、しゃがむと後ろに倒れる、体の前屈で指が床につかない(体が固い)などの児童を

認めた。基本的な運動動作ができない状態で過度なスポーツ活動を行うと、運動器の傷害

を発症する危険度が高いと考える。運動器検診の意義や重要性、運動器傷害の予防、対

策の必要がある。   

 

例：埼玉県さいたま市、鴻巣市、桶川市、北本市で実施した小学校就学児健診における運

動器検診(平成２０年１０月～１１月、１０校、約１,０００人の児童を対象) 

 

(７) 産婦人科 

 性教育(性の健康教育)は、１)いつから始めるか、２)いつまでには完了しているべきか、あ

るいは３)教え方は変化するとしても継続的に同じテーマを学習すべきものがあるかという視

点でとらえ、児童生徒の発達段階に応じて、性の科学的知識の理解と、それに基づいた望

ましい行動が取れるように、教職員・保護者・医療従事者が連携して取り組む必要がある。 

 性教育における大きなテーマとしては、１)生命の大切さ(生命の誕生、かけがえのない生

命、自尊心の育成、思いやりなど)、２)成長・発達(男女の身体の違い、性器の名称、第二次

性徴：乳房発育・恥毛発生・初経・月経・声変わり・精通・マスターベーション、思春期の悩み

など)、３)性的接触、性感染症(ＳＴＤ・ＨＩＶなど)、ヒトパピローマウイルス(ＨＰＶ)と子宮頸が

んなど、４)結婚・妊娠・出産・子育て、５)望まない妊娠・避妊・人工妊娠中絶、不妊、６)コミュ

ニケーション、正しい情報の選択の仕方、７)性犯罪・性被害、８)その他、が挙げられる。これ

らについて、産婦人科医が日常経験する子どもたちが直面している性の実態や、一般人の

認識調査、生徒の性実態に触れている教職員・医療従事者からの要望などを考慮してまと



めた。 

 幼稚園においてはかけがえのない命を、小学校低学年においては相手を思いやる心、自

尊心の育成など、性教育の骨子となる内容が理解できる教育の開始が望まれる。 

 小学校中学年にもなると第二次性徴(乳房発育、恥毛発生、身長の伸び、声変わりなど)が

見られるようになるので、中学年では男子と女子の身体の違い、男女の性器、第二次性徴

についての教育が必要になる。初経発来は１０～１４歳(平均１２歳)であり、９歳以下の初来

はまれである。従って、思春期の心理、男女交際、月経・精通については、小学校中学年

から高学年まで継続的に教育されることが望ましい。子どもが被害者となる性犯罪被害(強

姦・強制わいせつ)は、認知件数のみで約５,０００件／年と多く、未就学児・小学生だけでも

８００件／年である。性犯罪被害を避けるために、また、もしもの場合の対処法は小学校中

学年(意見によっては低学年から)から分かりやすく教える必要がある。女子の性交経験率は

中１：０.９％、中２：５.１％、中３：９.８％、高３になると４４.３％と中２以降、急激に増加する。ま

た、１５歳未満では３００人強、１５～１７歳では９,０００人弱が毎年望まない妊娠によって中絶

に至り、１４歳以下の出産は１年間に４０件程度ある。これらの実態から、性的接触(性交)・性

感染症・性犯罪被害については小学校高学年から中学生まで継続的に教育することが望

ましく、望まない妊娠・避妊については中１までに教育をひと通り終わらせておくべきと考え

られる。性的接触・性感染症の新しい内容として、従来にはなかった「ＨＰＶ感染症と子宮頸

がんの関係」「ＨＰＶワクチンの導入」などを取り上げ、子宮頸がん予防の啓発も同時期に教

育されることが望まれる。また、昨今問題となっているデートＤＶ(交際相手からの暴力―言

葉の暴力、身体・心への暴力、性的暴力)は１０代から始まっており、被害者が暴力と認識し

ないことが深刻化につながっている。男女交際が活発になる中２までに、援助交際の防止

についてとともに、その存在と対処法が教育されているのが望ましい。さらに、「ケータイ依

存」「同性愛」「性同一性障害」「メディア・リテラシー」など、人との関わり、コミュニケーション

の取り方、正しい情報の選択の仕方なども極めて大切な課題であり、中学生から高校生に

かけての教育が必要である。 



表２　　各診療科の医師が考える健康教育のあり方(児童生徒) 児童生徒

内科・小児科 眼科 耳鼻科 皮膚科 精神科 整形外科 産婦人科
幼稚園 ・生活習慣（生活リズム） ・子どもの視力 ・遊び、食事、眠り ・掻かないこと(①) ・規則正しい生活と心身の健康 ・外遊びの楽しさ（園庭） ・生命の大切さ※

・外遊び ・弱視、斜視 ・音への気付き ・皮膚が薄いこと(②) ・他児との関わりと集団参加の基礎作り ・皆で楽しくリズム運動（幼児集会）　 ・赤ちゃんとのふれあい
・けがの防止 ・日光についての知識(③) ・動物の温かさを触れて確かめる
・手洗い、マスク、うがい（感染防止） ・みずいぼ、とびひ(④) ・健康(食べる、寝る、手を洗う、うがいをする)
・友達づくり（心の発達） ・友達との共同作業
・食事を楽しむ（食育） ・友達とのふれあい

・身体計測
・生活習慣（食事・睡眠・生活リズム）（クラス） ・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・聴こえと正しい言葉遣い ・アトピー性皮膚炎とは(①) ・適切な自己表現と集団参加を学ぶ ・生命の大切さ、かけがえのない生命
・食育（食事・食品の基礎知識）（クラス） ・弱視、斜視 ・タバコの害※ ・皮膚の構造と役割(②) ・自尊心の育成《小～中学生を通し継続》
・病気の予防（感染症対策）（クラス） ・プールでの紫外線対策(③) ・ラジオ体操の実施（学年集会）
・事故・けがの予防（クラス・学年集会）

・健康(食べる、寝る、手を洗う、うがいをする)
・生活習慣（学年集会） ・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・耳の聴こえと体のバランス ・スキンケアの仕方(①) ・自他の思考や感情を意識する ・けがやスポーツ傷害の予防(クラス） ・生命の誕生、生命の大切さ
・食育（栄養バランス等） ・皮膚の構造と役割(②) ・こころと身体の関係について ・正しい姿勢（クラス）
・いじめ予防 ・紫外線についての知識(③) ・小集団活動で社会性を養う ・よい歩き方（学年集会）
・思春期の心と身体（クラス） ・うつる皮膚病、予防の指導（学年集会）(④) ・睡眠と成長痛 ・男女の性器《低学年～という意見も》
・事故・けがの予防（クラス・学年集会） ・二次性徴(乳房・恥毛・身長の伸び・月経発来・

・男の子と女の子の身体の違い
　《低学年～という意見も》

・虫と皮膚病（虫刺され、頭じらみ）
　（教室にて）(④)

・相手を思いやる（老人・障害者との
　ふれあい）

・精神機能の発達の特性に合わせた
　活動参加（特に発達障害が疑われる
　場合）

・精神機能の発達の特性に合わせた
　活動参加（特に発達障害が疑われる
　場合）

・基本体力や基本的運動技能を身に
　付ける（学年集会）

小学校
低学年

小学校
中学年

・感染性結膜炎
　(プールのゴーグル使用)

・感染性結膜炎
　(プールのゴーグル使用)

事故 けがの予防（クラス 学年集会）
・テレビ・テレビゲームへの対応（クラス）
・感染症予防 ・大人との関わり方（ネットなどの利用について）

・生活習慣（健康の概念） ・アレルギー眼疾患、他の眼疾患 ・嗅覚障害 ・不登校やいじめについて(①) ・自他の思考や感情を理解する
・食育（クラス） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・けがの防止と手当 ・おしゃれでの皮膚の障害(②) ・こころの不調とその対応
・思春期の心と身体（クラス） ・睡眠と学校生活 ・場所と時間での対策(③) ・思春期の心理と男女交際
・事故防止について（クラス） ・イボなどウイルス性皮膚疾患（授業）(④) ・情報の正しい選択の仕方
・薬物乱用防止（クラス） ・痛みの意義と痛み止めについて（クラス） ・友達との関わり方
・携帯電話の問題点（学年集会） ・性的接触
・感染症対策（予防接種について）（クラス）

・性犯罪被害の防止《低学年～という意見も》
・生活習慣（学年集会） ・コンタクトレンズ眼障害 ・難聴について ・ステロイドについて(①) ・自他の思考や感情の理解を深める ・スポーツ傷害の知識（学年集会） ・月経のトラブルとその対処法

・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・鼻呼吸の健康 ・おしゃれ障害の実際(②) ・ストレスに適切に対応する ・関節、背柱の自己チェック（学年集会）
・タバコと全身疾患 ・帽子の効用(③)

・予防接種（クラス） ・声変わり ・麻疹・風疹の予防接種（学年集会）(④)
・薬物乱用防止（クラス・学年集会）
・学校安全・事故防止（クラス・学年集会）
・いのちの大切さ（クラス）

二次性徴(乳房 恥毛 身長の伸び 月経発来
　声変わり・精通)《中学年～高学年を通し継続》

・薬物類（タバコ、アルコールを含む）の
　乱用の防止

・喫煙・飲酒対策（禁煙教育・飲酒の害）
　（クラス）

・健康をまもる（学校検診）（クラス・
　学年集会）

小学校
高学年

中学校
１年生

・二次性徴(乳房・恥毛・身長の伸び・月経発来・
　声変わり・精通)《中学年～高学年を通し継続》

・“妊婦健診”の重要性 出産や中絶の

・性感染症と予防、HIV感染経路、HPVと子
　宮がんの関係《高学年～中1を通し継

・性感染症と予防、HIV感染経路、HPVと子
　宮がんの関係《高学年～中1を通し継

・性交、妊娠、避妊、マスターベーション
　《高学年～という意見も。性交、妊娠、避
　妊については、中学を通して継続》

・武道・スポーツの練習、トレーニングの
　基本（学年集会）
・スポーツ傷害予防とストレッチ体操
　（ストレッチング）(学年集会）

・いのちの大切さ（クラス）
・思春期の心と身体（クラス・学年集会）

・妊娠・出産の母児のリスク、親となることの責任

・メタボリック症候群（クラス） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・正しいスキンケア(①) ・成長期の運動器傷害の特徴（学年集会） ・望まない妊娠、人工妊娠中絶
・健康と環境（クラス） ・色覚特性 ・おしゃれ障害の実際(②) ・運動器検診について　(学年集会） ・援助交際の防止《高学年～という意見も》
・喫煙・飲酒対策（クラス・学年集会） ・眼精疲労（VDT症候群など） ・サンスクリーン剤(③) ・デートDV、性犯罪被害の防止
・学校における安全対策（クラス・学年集会） ・性感染症について（授業）(④) ・ケータイ依存（中学から高校全般）
・救急処置（クラス） ・メディア･リテラシー
・疾病予防（クラス・学年集会） ・眼精疲労（VDT症候群など） ・発声について（嗄声） ・皮膚の病態(①) ・痛みの意義と痛み止めについて（クラス） ・結婚
・健康の概念（クラス・学年集会） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・アレルギーの予防 ・皮脂腺の発達(②) ・妊娠、出産、子育て《中1～という意見も》
・学校安全・事故防止（クラス・学年集会） ・色覚特性 ・衣服、サングラスの活用(③) ・精神障害の予防と早期発見・早期介入 ・性の悩み
・薬の正しい飲み方（クラス・学年集会） ・学校感染症（授業）(④) ・薬物類の乱用の防止 ・同性愛、性同一性障害
・喫煙・飲酒対策（クラス・学年集会）
・生活行動と健康（クラス・学年集会） ・コンタクトレンズ眼障害 ・アレルギー性鼻炎と花粉症 ・皮膚の病気への対処(①) ・自己理解を深める ・性感染症‐次世代への感染と影響
・安全（交通安全含む）（クラス・学年集会） ・アレルギー眼疾患 ・言語障害の理解 ・おしゃれ障害の具体例(②) ・適切な自己実現を目指す ・不妊症
・麻薬・覚せい剤の恐ろしさ(クラス） ・聴覚障害の理解 ・サンスクリーン剤と化粧(③) ・精神障害の予防と早期発見・早期介入 ・高齢妊娠、妊孕性
・喫煙・飲酒対策（クラス・学年集会） ・成人の急性発疹症（学年集会）(④) ・薬物類の乱用の防止
・救急処置（クラス・個別）
・家庭生活と健康（学年集会） ・眼外傷予防(ゴ グル使用) ・大気汚染と気道疾患との関連 ・アトピ ビジネスの具体例(①) ・人間尊重

・スポーツ傷害と痛み止めについて
　（学年集会）

・けが（外傷）の応急処置と間違った
　やり方（学年集会）

・衝動性（自傷，攻撃行動など）の
　コントロール

中学校
２年生

中学校
３年生

高校
１年生

高校

・他者の気持ちを理解して思いやりのあ
る
・衝動性（自傷，攻撃行動など）の
　コントロール

・ 妊婦健診 の重要性、出産や中絶の
　費用等の経済面

・武道・スポ ツの練習 トレ ニングの

・武道・スポーツの練習、トレーニングの
　基本と応用（学年集会）
・ストレッチ体操(ストレッチング）の意義
　（学年集会）

・平衡機能と難聴との関連
　（含乗り物酔い）

・家庭生活と健康（学年集会） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・大気汚染と気道疾患との関連 ・アトピービジネスの具体例(①) ・人間尊重
・職業生活と健康（学年集会） ・色覚特性 ・流行病の理解と対応 ・おしゃれ障害の実例(②) ・男女交際
・食品衛生（クラス） ・紫外線について（皮膚科医の講演）(③) ・運動器検診について（学年集会） ・全ての子供が望まれて生まれてくるために
・生涯の各段階における健康教育(クラス） ・性感染症（授業）(④) 　　　　　　　　　　　　　　

・眼精疲労（VDT症候群など） ・職業病の理解と予防 ・現在の治療法(①) ・部活終了後のケアと体力づくり（クラス） ・リプロダクティブヘルス全般
・色覚特性 ・正しいおしゃれ(②) ・生涯にわたるスポーツの実践（学年集会）

・災害、事故、学校安全（クラス、学年集会） ・紫外線対策の復習(③)
・喫煙・飲酒対策（クラス・学年集会） ・急性発疹症と予防接種、妊娠（学年集会）(④)

※禁煙教育については、小学校低学年
　より各学年で行うことが望ましい。

※生命の大切さ（幼稚園～高校まで各発達
　段階で組み入れるが、特に小学校中学年
　までの教育は重要）

備考
・基本的に、小学校中学年以降は、どのよう
　な話をするのか、事前に教職員から保護者
　にも説明が必要
・小学校高学年と中学１年時に産婦人科医
　からの講習が望まれる

・職業病や労働災害の労働健康管理
　(クラス・学年集会）

高校
３年生

高校
２年生

同上

・武道・スポーツの練習、トレーニングの
　基本と応用（学年集会）

同上

皮膚科の註：皮膚科は、これまで学校健康教育に関与した４項目を取り上げ、それらを個別に纏めた。４項目とは、①アトピー性皮膚炎、②おしゃれ障害、③紫外線とプール④

学校感染症である。その作業は、日本臨床皮膚科医会学校保健委員会、及び日本小児皮膚科学会学校保健委員会から選任された委員が行った（下記、○は責任者）。

①アトピー性皮膚炎 ○大川司（前橋皮膚科医院，群馬県）、岡野伸二（岡野皮ふ科クリニック，広島県）、小幡秀一（小幡皮フ科クリニック，神奈川県） ②おしゃれ障害 ○

皮膚科の註：皮膚科は、これまで学校健康教育に関与した４項目を取り上げ、それらを個別に纏めた。４項目とは、①アトピー性皮膚炎、②おしゃれ障害、③紫外線とプール④

学校感染症である。その作業は、日本臨床皮膚科医会学校保健委員会、及び日本小児皮膚科学会学校保健委員会から選任された委員が行った（下記、○は責任者）。

①アトピー性皮膚炎 ○大川司（前橋皮膚科医院，群馬県）、岡野伸二（岡野皮ふ科クリニック，広島県）、小幡秀一（小幡皮フ科クリニック，神奈川県） ②おしゃれ障害 ○

岡村理栄子（岡村皮フ科医院，東京都）、原田栄（原田皮膚科クリニック，東京都） ③紫外線とプール ○島田辰彦（島田ひふ科，鹿児島県）、上出良一（東京慈恵会医科

大学附属第三病院，東京都）、種田明生（種田医院，東京都） ○西井貴美子（西井皮膚科クリニック，大阪府）、佐々木りか子（りかこ皮フ科クリニック，東京都） ④学校感



２． 教職員に対する健康教育のあり方(Ｐ４１表３参照) 

(１) 内科・小児科 

１) 成長・発達 

① 幼稚園 

幼稚園では外で遊ばせることが活発な子どもにし、また将来の生涯スポーツの基礎を作る

上で重要である。 

② 小学校 

小学校低学年では障害者と同席したり、一緒に学んだりする機会が増えるが、障害を個性

と見なし、いじめに発展しないような教育が必要である。 

小学校中学年から小児の発育・発達の特徴を教育する。特に近い将来発来する第二次性

徴や心の発達について教職員は十分理解し、児童に教育する必要がある。 

③ 中学校 

中学校１年生ではさらに体の変化を詳しく説明し、十分納得させることが重要である。その

ためには言葉だけでなく、絵や写真を使用すると理解は深くなるであろう。児童生徒の心の

発達の援助は難しい場合もあるので、教職員も十分研修を受け、理解し、間違いのない教

育に努めなければならない。 

２) 生活習慣 

 幼稚園・小学校低学年では、基本的な生活習慣の定着には、学校・幼稚園での指導はも

ちろん、家庭での教育力によるところが大きい。例えば、子どもの生活リズムは大人のものと

は異なること、生活習慣の乱れは学習意欲に影響することなど、保護者への啓発が必要で

あることを十分に理解できる健康教育が必要であろう。 

 また、取り組みの組織として、教職員・保護者・地域はもとより、学校医、学校歯科医、学校

薬剤師や諸機関が連携を取り合い、効果的な指導を行うことが不可欠であることを理解する

ことが重要である。 

 教職員に対する健康教育としては、啓発教材(ポスター・パンフレット・小冊子)の提示・配

布や、テレビ・ビデオの管理などの実際の活動はもちろん、幼稚園・保育園などでは、絵本

やおもちゃを整備することもメディア対策となることを理解することも重要である。 

 さらに、保護者を含めた子どもに関わる人たちを対象とした研修会・講習会において、「子

どもとメディアの問題」についての啓発活動を促すことなども、このような健康教育の目的の

大きな一つである。 

３) 健康診断 

 定期健康診断は一般的には養護教諭が中心となって行われるが、教職員もそれぞれの

健康診断の意義を十分に理解し、児童生徒を指導することが求められる。また心・腎・アレ

ルギー疾患などを持つ児童生徒には提出された「学校生活管理指導表」に従って管理する

ことや疾患に対する理解が必要であることから研修会を行う。学校での内科疾患の事故は

「学校生活管理指導表」の管理区分の遵守が行われない場合に起きていることが多い。 



４) 喫煙・飲酒・覚せい剤・薬物乱用防止 

 小学校高学年の児童に関わる教職員を対象に、最近の薬物乱用の状況、薬物乱用の害、

飲酒、喫煙の弊害等について研修会を行う。飲酒、喫煙が心身に及ぼす影響について、正

しく認識して、シンナーと同様にいずれは覚せい剤へと進んでいく際のゲートウェイドラッグ

となっていることを指導する。薬物乱用防止の教育や啓発を一層推進するために、指導者

となる教職員の効果的な研修の機会を拡充して、指導にあたって児童生徒に薬物の有害

性と危険性を分かりやすく、正しく理解させるための児童生徒用教材や教職員用指導資料

等について、一層の充実を図る。喫煙防止対策の一環として、学校の敷地内全面禁煙措

置を講じる。また教職員は禁煙に努め、また飲酒についても児童生徒の模範となることが求

められる。 

５) 感染症対策 

 予防医学とは、病気を未然に予防することだけではなく、病気の早期発見、早期治療をし

て進行を防止することや、病気の再発を防止することも含まれ、健康に関わるすべての事柄

を改善する可能性がある。年齢が長じてからはライフスタイルを変更することは難しく、学校

での健康教育を通して「動機付け」をし、小児期より予防医学の大切さを教えることは、ひい

ては家族～地域社会へとつながっていく。 

 児童生徒のみならず教職員も含めて感染症(接触感染・飛沫感染・飛沫核感染)の予防の

基本(正しい手洗い、マスクの着用、うがいと咳エチケット)を守る。予防接種により感染症の

一部は激減したことを踏まえ、予防接種は、被接種者個人の病気の予防(個人防衛)と、周

囲の人へ病気の伝染を予防できる(集団防衛・社会防衛)ことを指導する。 

６) 食育 

 学校給食は単なる栄養補給に終わるものではなく、①栄養バランスの取れた学校給食、

②望ましい食習慣を形成する学校給食、③人間関係を豊かにする学校給食、④多様な教

育的効果のある学校給食、など食育に踏み込んだものになっていることを理解することが大

切である。 

 小学校低学年では「食育」の研修会により食育の考え方を理解する。食生活の乱れや肥

満・痩身傾向など、子どもたちの健康を取り巻く問題が深刻化し、平成１７年に食育基本法

が制定され、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けられるよう、

学校でも食育に取り組むことになった。文部科学省では、栄養教諭制度の実施、食に関す

る指導の充実、食育の生きた教材となる学校給食の充実を図るため、地場産物の活用や米

飯給食の充実を進めている。 

 小学校高学年では、給食の考え方として、給食のあり方・内容にも理解を深める。最近給

食費を払わない保護者が増えている。その対策としては、学校側も教育委員会とも連絡を

密にして、いわゆるモンスターペアレンツに対する現場での対応策を決めておく必要があ

る。 



７) 学校安全 

① 幼稚園 

a. 事故の実態 

園医や専門家から研修を受け、事故統計等を調べ自己学習する。家庭の事故については、

保護者に注意を喚起し、園内に関しては、インシデント(ヒヤリ・ハット)やアクシデントを記録

し、危険や事故の発生要因を調査し、職員会議で報告、対策を討議する。 

b. 事故予防 

事故予防に関する具体的対策を指導するにあたり、研修会を開催するなどして、基礎知識

と指導方法を体得する。危険箇所や事故の誘因は改善・除去する。園児の理解を促す教

材を作成する。 

c. 応急処置及び事後対策 

一般的な応急手当の仕方を、園医による実技講習あるいは研修会等で習得しておく。外傷

部位の流水による洗浄、清潔な布等による圧迫止血は園児にも実施でき、体験的に学習さ

せる。けがの程度により、医療機関へ受診する、あるいは保護者に連絡等の事故の対応に

関するマニュアル等を作成する。 

② 小学校 

a. 事故の実態、危険、発生要因 

低学年、中学年の児童に対しては、事故の種類、事故の発生場所、その成因と結果として

のけがや障害について担任あるいは保健担当教諭が説明することができるよう、実技講習

会、研修会等で知識と指導のノウハウを学ぶ。高学年の児童に対しては、学校安全に関す

る指導ができ、また児童保健委員会活動やグループ研究として、児童が自主的に学習する

ことを指導する際の資料の提供ができるよう準備する。その際、養護教諭は保健室の利用

実態なども提供し、保健指導に協力する。 

b. 事故予防 

交通事故防止のため、地域の交通指導員や警察官等とともに実地指導する。遊具等は、教

職員全員が点検もでき、安全に使用するための知識と技術を習得する。 

③ 中学校・高校 

a. 応急処置及び事後対策 

心臓系突然死等に対し、教職員すべてがいつでも救急処置、心肺蘇生ができるように訓練

しておくことが望ましい。必要に応じてダミーを使用して実習する。またＡＥＤ(自動体外式除

細動器)も常に使用可能な状態にし、設置場所も全教職員が熟知しておく。また状況に応じ

て、使用しやすい場所に移動することも考慮する。中学校２年生、高校１年生には生徒とと

もに救急処置を実習・指導する。 

運動系部活による事故や障害に造詣を深めるために、「子どもの健康を守る地域専門家総

合連携事業」を活用し、講演会、実技講習会等を開催する。児童生徒の自主的学習を指導

できるよう、学校安全に関する研修会に参加し、救急蘇生法等の実技講習会等で知識や技



術を習得しておき、地域の専門家とともに児童生徒に指導する。 

外傷の治療が生じた場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の利用手続

きをする。 

 

(２) 眼科 

 「１．児童生徒に対する健康教育のあり方」の１)視力、弱視、斜視、コンタクトレンズ、２)疾

患の特性、３)健康教育、の記載を教職員は十分理解し、児童生徒に指導してほしい。 

 視力検査は小学校以上では毎学年実施されているが、幼稚園では全国の約半数しか実

施されていないことは遺憾である。幼稚園で視力検査が実施されないと就学時と入学後の

視力検査までされないため弱視、斜視の発見が遅くなる。就学時健診においても視力検査

を実施していない学校もあるため注意が必要である。就学時健診にて視力検査が実施され

ないと翌年の入学後の健康診断時の視力検査まで約６～８カ月弱視の発見が遅くなる。あ

る自治体では就学時視力検査をしなくても入学後に実施するので問題ないと説明している

がそれは全く弱視を理解していないことであり、子どもたちに不利益を生じるので注意が必

要である。小学校での弱視の頻度は約０.１～０.２％、斜視の頻度は約１％であるため、見逃

さないよう留意する。 

 コンタクトレンズの使用は小学生では低いが中学生、高校生とその装用者は増加するの

で注意が必要である。 

 アレルギー性眼疾患は全身疾患を伴っていることもあるため、教職員は子どもたち、保護

者、眼科学校医との連携を密にして対応してほしい。外傷は教職員の判断で問題ないと思

っても障害を起こしたり、疾患を起こしたりしていることもあるため、必ず医師の判断を仰ぐべ

きであり、その対応に留意する。 

 先天色覚異常は男子の約５％(２０人に１人)、女子の約０.２％(５００人に１人)の割合に見ら

れるため、色の見え方が他人と異なる子どもへの配慮が必要である。学校での色覚バリアフ

リーとしてみんなが見やすい色環境に留意する。特に緑と赤のチョークなどの使用は混乱を

生じる場合がある。色による判別を避け、色を使用するのであればそれに情報を付記すると

よい。財団法人日本学校保健会のホームページには色覚バリアフリーの説明があり、色覚

検査申込書や学校での色覚検査についての説明文、色のバリアフリーを理解するためのＱ

&Ａが記載されていてダウンロードも可能となっているので利用されたい。 

 

例：平成１８年横浜市眼科医会は会員診療施設での希望者への色覚検査無料実施。平成

１５年以降、学校での色覚検査受診率は低迷していた。平成１９年、横浜市教育委員会

は学校での色覚検査希望者への実施を各学校へ通知した。 

 



(３) 耳鼻科 

１) 一般的事項 

 耳鼻咽喉科が扱う領域は聴覚・平衡感覚、嗅覚、味覚等の感覚器を含み、また、発声言

語にも関与している。すなわち、ヒトの生命維持や学習に必要な諸感覚器官とコミュニケー

ション発達に学童期は関与している。 

２) 各疾患を見据えた健康教育の要旨 

 幼稚園では滲出性中耳炎に注意を向ける。滲出性中耳炎では軽度の難聴とともに「落ち

着きがない」「集中力がない」「ぼんやりしている」などの症状があり、言葉を覚えるのに非常

に大事な時期なのでこの診断と治療は重要である。最近新生児聴覚スクリーニングも行わ

れるようになったので、出産時検査を受けたかどうかも保護者より入園時に聞いておくことが

必要である。 

 小学校に入ると定期健康診断（学校健診）が始まるが、地域によって保護者の学校健診

に対する意識は様々である。学校健診の意義を保護者会などで説明することが必要である。

本来の健康管理とは程遠いものとなることもある。平成２０年度より「学校生活管理指導表(ア

レルギー疾患)」が使われるようになったので、これを十分活用すればアレルギー疾患に関

する指導もしやすくなると考えられる。 

 また、心の問題と心因性難聴・嗄声について理解を促すことも学校生活上大切である。 

 睡眠時無呼吸症候群については、学校では授業中の居眠り等眠気が強いかどうかに注

意を向け、保護者に注意を促す。扁桃肥大、いびき等にも注意を向ける。 

 また、気道疾患を扱う立場より小学生からタバコの害について教えて子どもの頃からタバコ

を口にしないよう教育する。最近学校でも敷地内禁煙の学校が増えているが、これを徹底し

ていただきたい。 

 中学生、高校生になると運動によるけがも増えてくる。代表的なものは鼻骨骨折、吹き抜

け骨折、音響外傷による難聴、外傷性鼓膜穿孔、内耳窓破裂、顔面神経マヒなどであり、耳

鼻咽喉科学校医と連携を取り、対処法を身に付けておく必要があろう。 

 健康教育の要点は小学生では体の発育、けがの防止、病気の予防、生活行動によい環

境が挙げられ、中学生では心身の発達、健康と環境、傷害の防止と疾病の予防、健康と生

活であり、高校生では心身の機能、健康と環境、職業と健康、集団の健康が目標となる。児

童生徒の健康状態については教職員と保護者との間で、また学校医とも連絡を密にし、児

童生徒の健康維持にあたることが肝要である。 

 中学生・高校生では将来的に障害の把握と福祉の理解という意味から聴覚障害や言語障

害について理解させることがとりわけ重要である。 

 以上、学校保健が関与する年代は肉体的にも精神的にも、発達速度の非常に速い成長

期であることを念頭に教育を進めることが必要である。 

 



(４) 皮膚科 

１) アトピー性皮膚炎 

 文部科学省のアレルギー疾患に関する調査研究委員会がまとめた大規模な報告(平成 

１６年)によれば、児童生徒のアトピー性皮膚炎の有病率は５.５％であった。実際の現場で

は、もう少し多い患者数が想定されている。  

 学校現場でのアトピー性皮膚炎に対する基本的なスタンスとしては、①正しい知識と継続

治療の支援、②適切なケアや指導、③環境の整備、④心のケアを保護者、医療機関と連携

を図りながら行っていくことが大切である。平成２０年度から「学校生活管理指導表」の運用

が開始された。今後、本症に対する学校での取り組みはさらに重要になっていくものと思わ

れ、皮膚科医も当然この作業に参画しなければならない。 

２) おしゃれ障害 

 おしゃれが低年齢化した理由を考えると、化粧品やおしゃれ製品の宣伝や販売が多くな

ったため、子どもたちが化粧品を手に入れやすくなったことが挙げられる。また、個々の家

庭で子どもの実態をつかめず、指導できずにいる現状も忘れてはならない。学校では、おし

ゃれは漠然といけないというのではなく、皮膚によくない具体例を示すことができるような細

かい配慮が必要になってくる。 

３) 紫外線とプール 

 昨今、紫外線による皮膚障害に対する関心が高まってきた。学校現場においてもその対

策が問題になっているが、実際の紫外線対策はまちまちである。最近、『紫外線保健指導

マニュアル』が環境省から発刊されたが、その認知度と活用度はなお極めて低い現状があ

る。これからの紫外線対策は、幼稚園児から高校生までいずれの年代でも大切であり、しか

も、早急に対応すべき問題となろう。具体的には、教職員が紫外線に対する正しい知識と対

策を理解し、現場で実行可能な紫外線対策を行なっていかなければならない。 

４) 学校感染症  

 教職員は、各年代層において学校感染症の疾患概念、治療、対応方法を正しい情報とし

て知る必要がある。中学生、高校生では、学校感染症のほかに性感染症及び妊娠につい

て指導する必要性は高い。 

 

(５) 精神科 

１) 基本方針 

 保護者とも連携しつつ児童生徒のメンタルヘルスの保持・増進を図って自尊感情を育む

ようにするとともに、精神的な問題や精神障害の予防から早期介入にも適切に関与できるこ

とを目指す。 

２) こころの健康の問題や精神障害の予防及び早期介入 

① 幼稚園 

発達の遅れや偏りが認められ、広い意味での発達障害(精神遅滞も含む)が疑われる子ども、



情緒不安定や生活習慣の乱れなどが目立って虐待が疑われる子どもへの対応が特に重要

となる。教職員が、発達障害と虐待の基本的な知識を身に付けて、他機関との連携も含め

てその疑いのある子どもへ適切に対応できるようにする。 

② 小学校 

幼稚園に引き続いて、発達障害と虐待は重要な問題であるが、不登校やいじめなど学校場

面で生じる問題の比重が増してくる。これらは相反するものではなく、本人の特性や家庭の

状況と学校の状況が複合して起こってくる問題として理解を深める。小学校中学年は心身

の発達において性差や個体差が大きくなってくる時期であり、それも踏まえて一人ひとりの

児童の特性を把握する観点を整理できるようにする。同時に、児童が個性を発揮しつつ社

会性を学べるように集団活動の可能性を地域とも連携して探れるようにする。高学年になる

と、不登校やいじめ、さらには自傷行為や非行などもしばしば問題になり、その基盤に気分

障害(うつ病及び双極性障害)、強迫性障害などの精神障害が存在することがある。また、発

達障害が十分に認識されていなかったり適切に対応されていなかったために不適応をきた

していることがある。これらについて基本的な知識と医療機関を含めた学内外の連携につ

いて身に付けられるようにする。 

③ 中学校 

性差や個体差は依然として小さくはないので、一人ひとりの生徒の特性を踏まえた上で、自

己の心身の発達と他者との関係について生徒の理解を促すことができるようにする。他者に

向かう攻撃的行動として問題化しても、その基盤にある生徒の感情や思考の理解を心がけ

て適切に対応することを目指す。そのために、標準的な精神発達の経過に加えて、発達障

害を中心とする精神発達の偏り、気分障害を含めた精神障害について教職員の理解を促

す。学年が上がるにつれて、精神的な問題や精神障害の知識がより必要になり、その際に

は、心身に関わる問題として摂食障害や薬物類の乱用も含めて理解を促すことが望まれ

る。 

④ 高校 

生徒が自己理解をより深めて将来的に社会で適切に自己実現を目指せるように支援するこ

と、教育場面において精神的な問題や精神障害に早期発見･早期介入すること、それらに

ついて生徒が偏見を持たずに適切に支援を求められるように促すことが大切であると教職

員に啓発する。 

 

(６) 整形外科 

１) 成長・発達段階の知識 

 小学校低学年の運動領域の指導内容は、各運動領域での運動を通じて、健康の認識を

持てるように指導することが大事で、「体は活発に運動したり、長く運動したりすると、汗が出

たり、心臓の鼓動や呼吸が速くなったりすることや、力一杯動く運動は体を丈夫にし健康に

よいこと」と指導していくことが大事である。 



 小学校中学年では毎日の生活の中で、健康状態や１日の生活の仕方、食事、運動、休養

及び睡眠の調和の取れた生活や身の回りの環境の注意点を指導する。この時期は体の発

育・発達として年齢に伴って変化・成長するが、個人差があることを指導する。思春期の体

の変化(男女の体つきの特徴など)や体をよりよく発育・発達させるための生活指導が大切で

ある。また、この時期に問題なのは背柱側弯症を中心とした運動器検診の意義や重要性を

認識すべきである。運動不足による運動器機能低下や過度なスポーツによる傷害に注意す

る必要がある。 

２) 運動器疾患・障害の予防と応急処置 

 小学校高学年では体の健康やけがの防止を指導、特に交通事故や身の回りの生活の中

での危険性(水の事故、学校生活の事故、犯罪が原因となるけが等)や、けがの応急処置も

指導する。痛み止めの知識やスポーツ外傷の応急処置も理解することが大切である。 

 中学校では１年生は心身の機能の発達と心の健康、身体の運動器官の発育・発達や

種々のストレス、心身の欲求との関わり等。２年生は健康と環境の指導、傷害の防止として

交通事故、自然災害などの障害発生と防止、また応急処置等。３年生では健康な生活と疾

病の予防、食生活と健康、運動と健康、休養及び睡眠と健康など保健や医療の問題点を指

導する。 

 高校生では、体格も大人へと成長する。この時期身体の発育、発達につれて運動やスポ

ーツ活動も活発になる。交通事故、自然災害による事故、スポーツ活動中の事故の対策も

重要であろう。その予防や対策を学び保健、医療の知識を習得する必要がある。 

３) 事後処置 

 高校３年生の秋以降はスポーツ部活動も少なくなるために、運動やスポーツ活動の事後

処置も大切なことと考える。 

 

例：埼玉県さいたま市、鴻巣市、桶川市、北本市で埼玉県教育委員会保健体育課、各市教

育委員会、学校校長、養護教諭に学校における運動器検診の説明会を行った。(平成２

０年２月) 

 

(７) 産婦人科 

 小学校中学年～中学生頃までは、児童生徒の個々の発達段階に応じて、現場の教職

員・養護教諭による性教育活動で可能と思われるが、性教育の内容が専門性を帯びてくる

につれて、産婦人科医が積極的に関わっていく必要がある。特に生徒が性問題(性交、ＳＴ

Ｄ・ＨＩＶ、避妊、望まない妊娠・中絶など)に触れ始める中学生以降は、教職員・保護者にと

ってもその実態(臨床現場)を理解しづらく、また性に関する知識が十分とは言えないため、

産婦人科医が科学的・統計的なデータを交えて性教育を提供する必要がある。 

 幼稚園においては、生命の大切さを学ぶ一環として、餌やり・水やりを通して生き物(動植

物)を育てる、動物の温かさを触れて確かめる保育などが考えられる。また、身体測定を通じ



て、自分の身体が発育していることも認識させる。 

 小学校低学年・中学年では相手を思いやる心、自尊心を育む教育のほかに、児童から教

職員に対して性に関する質問をしたり、児童間で性について話題にのぼる時期であること

から、教職員間で研修を行い、児童が性について認識し、受け入れられる環境を整えること

が重要である。また、成長の早い児童(特に女子)に対しては、養護教諭などによる個別指導

なども場合により必要である。 

 小学校高学年では、性情報に触れる機会も多くなることから、教職員間で、社会一般に出

回っている性情報を確認しあい、児童が正しい性情報を選択できるようにサポートすること

が必要である。また、高学年にもなると性教育の内容が専門性を帯びるので、積極的に産

婦人科医からの講習を児童に受けさせる必要がある。そのため、産婦人科医の講習の内容

についてあらかじめ保護者に説明し、理解を求める必要がある。 

 中学生・高校生では、教職員が産婦人科医からの講習を受けるとともに、性交・妊娠・中

絶など、生徒の事例として対応しなければならないこともありうるので、日頃から、学校内(保

健主事・養護教諭・管理職)での連携、学校外(産婦人科医、保護者)との連携が密になされ

るような工夫が必要となる。また、日本産婦人科医会が開催している性教育指導セミナーな

どの参加を通じて、性教育指導のあり方を学び、教育現場に還元されることが期待される。



表３　　各診療科の医師が考える健康教育のあり方(教職員) 教職員

内科・小児科 眼科 耳鼻科 皮膚科 精神科 整形外科 産婦人科

幼稚園 ・生活リズムの大切さ ・子どもの視力 ・言語について ・アトピー性皮膚炎の正しい理解(①) ・精神発達の遅れや偏りとその対応

・遊びの重要性(研修会） ・弱視、斜視 ・音の世界への理解 ・皮膚の構造と役割(②) ・虐待とその対応

・けがの予防（研修会） ・食育と健康 ・紫外線の正しい知識と対策(③) ・子育て支援

・餌やり、水やりなど生き物　(小動物、
　植物)の飼育

・身体測定を生徒と一緒に行うなど共同

・幼児の基本的運動（歩く、走る、投げる、
　跳ぶ等）、動作の指導（立つ、座る）
　（研修会）けがの予防（研修会） 食育と健康 紫外線の正しい知識と対策(③) 子育て支援

・感染症予防（研修会）

・子供の目線で子供に接する

・早寝・早起き・朝ご飯の啓発 ・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・耳、鼻の機能と学校健診の重要性 ・生活管理指導表、掃除や動物の飼育(①) ・適切な自己表現と集団参加 ・思いやりの育成（研修会）

・学校健診の意義(研修会） ・弱視 斜視 ・学校保健全般の理解 ・おしゃれ障害の具体例(②) ・不登校やいじめとその対応

小学校
低学年

身体測定を生徒と 緒に行うなど共同
　作業

・成長期の運動器発育・発達の特徴
（研修会）

・学校感染症の疾患概念と対処法
　（教職員研修会）(④)

・ストレッチ体操（ストレッチング）の重要性
　と具体的指導法　（研修会）

・学校健診の意義(研修会） ・弱視、斜視 ・学校保健全般の理解 ・おしゃれ障害の具体例(②) ・不登校やいじめとその対応

・食育（研修会） ・紫外線の正しい知識と対策(③) ・精神発達の遅れや偏りとその対応

・感染症予防 ・虐待とその対応

・事故の実態・救急処置・応急処置（研修会） ・色覚バリアフリー ・運動器検診の意義と重要性（研修会）

小児の発育の特徴（研修会） 屈折異常(近視 遠視 乱視) ・難聴 平衡機能の理解（発達と訓練） スキンケア（運動会 プ ル）(①) 精神発達の特徴とその支援 栄養と体の発達（研修会） 生命の大切さの育成（研修会）

低学年

小学校

・学校感染症の出席停止、地域での
　協議（教職員研修会）(④)

　（研修会）

・ラジオ体操の意義と具体的指導法
　（研修会）

・感染性結膜炎
　(プールのゴーグル使用)

・小児の発育の特徴（研修会） ・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・難聴、平衡機能の理解（発達と訓練） ・スキンケア（運動会、プール）(①) ・精神発達の特徴とその支援 ・栄養と体の発達（研修会） ・生命の大切さの育成（研修会）

・男女の発育と成長の違い ・おしゃれ障害の具体例(②) ・スポーツ傷害の予防（研修会） ・男女の発育と成長の違いについて

・事故の実態・救急処置・応急処置（研修会） ・皮膚科医との連携(③) ・運動器検診の意義と重要性（研修会）

・メディア漬けによる弊害（研修会） ・眼心身症、色覚バリアフリー ・より詳細な概念、予防、対処法(④) ・不登校やいじめとその対応

小学校
中学年 ・感染性結膜炎

　(プールのゴーグル使用)
・精神発達の問題や発達障害と
　その対応

・学校における感染予防（研修会）

・給食の考え方（研修会） ・アレルギー眼疾患、他の眼疾患 ・音声言語教育(声変わりを含む） ・不登校やいじめの予防(①) ・精神障害の予防と早期発見・早期介入 ・背柱側弯症の知識（研修会） ・社会一般の性情報の確認

・男女の発育と成長の違い ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・おしゃれ障害の実態(②) ・けがと応急処置（研修会） ・性情報の正しい選択方法（研修会）

・学校安全について（研修会） ・眼心身症 ・場所と時間での対策(③) ・睡眠と成長痛 ・性的接触について

小学校
高学年 ・望ましい言語環境と人間関係

　（災害時の救助犬の話を絡める）
・精神発達の問題や発達障害と
　その対応学校安全に て（研修会） 眼心身症 場所と時間での対策(③) 睡眠と成長痛 性的接触に て

・最近の薬物乱用について（研修会） ・色覚バリアフリー ・不登校やいじめとその対応

・携帯電話による弊害（研修会）

・予防接種の必要性（研修会）

・中学生としての生活習慣のあり方（研修会） ・コンタクトレンズ眼障害 ・生活管理指導表 心のケア(①) ・精神発達の特徴とその対応 ・運動器検診の意義（研修会）中学校

・性感染症とその予防、HIV感染経路、
　HPVと子宮がんの関係（講習会）

・学校感染症への具体的対応（いじめ、
　差別を配慮）(④)

・各種難聴の区別とそれぞれの理解 ・産婦人科医からの直接の講習

・薬物類（タバコ、アルコールを含む）の
　乱用の防止

・中学生としての生活習慣のあり方（研修会） ・コンタクトレンズ眼障害 ・生活管理指導表、心のケア(①) ・精神発達の特徴とその対応 ・運動器検診の意義（研修会）

・生活管理指導表について（研修会） ・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・おしゃれ障害の実態(②)

・予防接種の必要性（研修会） ・色覚バリアフリー ・紫外線の正しい知識と対策(③)

・薬物乱用の害について（研修会） ・疾患概念・対処法（教職員研修会）(④) ・不登校やいじめとその対応

事故の実態 救急処置 応急処置（研修会）

中学校
１年生 ・関節障害、背柱側弯症のチェック方法

　（研修会）

各種難聴の区別とそれぞれの理解
　（心因性難聴も含む）

・産婦人科医からの直接の講習
　（生徒とともに）

・保健主事の先生と養護教諭、管理職
　など学校内の連携を密にしてもらう

・精神発達の問題や発達障害と
　その対応

・事故の実態・救急処置・応急処置（研修会）

・生命の大切さを教える

・思春期の体と心の発達(研修会・個別）

・生活習慣病の概念と予防（研修会） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・スキンケア、心のケア(①) ・栄養と体力つくり（研修会）

環境と健康 （ 修会） 色覚特性 お れ障害 実態(②) が（外傷） 応急処置

中学校
２年生

・難聴とめまいとの関連と対応
（含乗り物酔い）

・人工妊娠中絶について産婦人科医から
の直接の講習（生徒とともに）

・衝動性（自傷，攻撃行動など）の
コントロ ル・環境と健康について（研修会） ・色覚特性 ・おしゃれ障害の実態(②) ・けが（外傷）の応急処置

・飲酒・喫煙の弊害について（研修会） ・眼精疲労（VDT症候群など） ・プールとサンスクリーン剤(③) ・不登校やいじめとその対応

・学校安全について（研修会）

・AEDを含む救急処置・応急処置（研修会）

２年生 　（含乗り物酔い）

・イボや白癬と体育、部活の際の予防
　（教職員研修会）(④)

の直接の講習（生徒とともに）コントロール

・心身ともに健康であること（研修会） ・眼精疲労（VDT症候群など） ・心のケア（入試など）(①)

・学校安全について（研修会） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・おしゃれの正しい知識(②)

・薬剤の正しい服薬の仕方（研修会） ・色覚特性 ・学校生活とアレルギー ・衣服、サングラスの活用(③) ・精神発達の特徴とその対応

・飲酒・喫煙の弊害について（研修会） ・精神障害の予防と早期発見・早期介入

中学校
３年生

・感染性皮膚疾患の家庭内感染の

・過度の音声の使用注意
　（特にスポーツ部活等）

・成長期のスポーツ傷害について
　（研修会）

・痛みの意義と痛み止めについて
　（研修会）

・衝動性（自傷，攻撃行動など）の
　コントロール

飲酒 喫煙の弊害について（研修会） 精神障害の予防と早期発見 早期介入

・薬物類の乱用の防止

・学校安全について（研修会） ・コンタクトレンズ眼障害 ・アレルギー性疾患についての理解 ・生活管理指導表について(①) ・自己理解と適切な自己実現を促すために ・運動器検診の意義と重要性（研修会）

・薬剤乱用についての研修会 ・アレルギー眼疾患 ・障害の理解と対応 ・おしゃれの正しい知識(②) ・精神障害の予防と早期発見・早期介入 ・痛み止めとその効果（研修会）

・AEDを含む救急処置・応急処置（研修会） ・色覚バリアフリー ・皮膚科との連携(③) ・薬物類の乱用の防止

高校
１年生

感染性皮膚疾患の家庭内感染の
　実情と対策(④)

・性感染症、不妊症、高齢妊娠・妊孕性
　について産婦人科医からの直接の講習
　（生徒とともに）

　（研修会）

・AEDを含む救急処置・応急処置（研修会） ・色覚バリアフリー ・皮膚科との連携(③) ・薬物類の乱用の防止

・産業衛生について（研修会） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・アレルギー疾患と大気汚染との関連 ・アトピービジネス(①)

生涯にわたる健康の概念（研修会） 色覚特性 流行病の対策課題 年齢に合 たおし れ(②)

・急性発疹症、性感染症の具体的対応
　（講習会）(④)

高校
２年生

・武道・スポーツの練習、トレーニングの
基本と応用（研修会）・生涯にわたる健康の概念（研修会） ・色覚特性 ・流行病の対策課題 ・年齢に合ったおしゃれ(②)

・紫外線について（皮膚科医の講演）(③) ・スポーツ外傷の応急処置（研修会）

・スポーツに関連する疾患概念・対処法(④)

・労働災害（研修会） ・眼精疲労（VDT症候群など） ・社会生活と心因性疾患の理解と予防 ・治療の助言(①) ・スポーツ外傷の事後処置（研修会）高校
年生

２年生 　基本と応用（研修会）
同上

・学校安全について（研修会） ・色覚特性 ・おしゃれの仕方(②)

・紫外線の正しい知識の再確認(③)

・麻疹・風疹の予防接種と妊娠(④) ・生涯にわたるスポーツの実践（研修会）
・産婦人科医会の性教育指導セミナーへの
参加 性教育指導

３年生 ・ストレッチ体操（ストレッチング）とコンディ
　ショニング（研修会）

同上

　参加を通じて、性教育指導のあり方を学ぶ

備考
・養護教諭の活動を尊重できる体制作りも
　必要

・小学校高学年までに産婦人科医からの
講習が望まれる講習が望まれる

皮膚科の註：皮膚科は、これまで学校健康教育に関与した４項目を取り上げ、それらを個別に纏めた。４項目とは、①アトピー性皮膚炎、②おしゃれ障害、③紫外線とプール④学

校感染症である。その作業は、日本臨床皮膚科医会学校保健委員会、及び日本小児皮膚科学会学校保健委員会から選任された委員が行った（下記、○は責任者）。

①アトピー性皮膚炎 ○大川司（前橋皮膚科医院，群馬県）、岡野伸二（岡野皮ふ科クリニック，広島県）、小幡秀一（小幡皮フ科クリニック，神奈川県） ②おしゃれ障害 ○岡

村 （ 村皮 院 東京都） （ 皮膚 東京都） ③ 線 プ 島 彦（島 鹿 島 ） 良 （東京慈恵会 学

皮膚科の註：皮膚科は、これまで学校健康教育に関与した４項目を取り上げ、それらを個別に纏めた。４項目とは、①アトピー性皮膚炎、②おしゃれ障害、③紫外線とプール④学

校感染症である。その作業は、日本臨床皮膚科医会学校保健委員会、及び日本小児皮膚科学会学校保健委員会から選任された委員が行った（下記、○は責任者）。

①アトピー性皮膚炎 ○大川司（前橋皮膚科医院，群馬県）、岡野伸二（岡野皮ふ科クリニック，広島県）、小幡秀一（小幡皮フ科クリニック，神奈川県） ②おしゃれ障害 ○岡

村理栄子（岡村皮フ科医院，東京都）、原田栄（原田皮膚科クリニック，東京都） ③紫外線とプール ○島田辰彦（島田ひふ科，鹿児島県）、上出良一（東京慈恵会医科大学

附属第三病院，東京都）、種田明生（種田医院，東京都） ○西井貴美子（西井皮膚科クリニック，大阪府）、佐々木りか子（りかこ皮フ科クリニック，東京都） ④学校感染症 ○



３． 保護者に対する健康教育のあり方(Ｐ５１表４参照) 

(１) 内科・小児科 

１) 成長・発達 

 幼稚園、または小学校低学年までに、保護者には体と心の発育･発達について十分な知

識と理解を持ってもらう必要がある。これは将来の子どもの心身の発達を見る心構えにもな

り、また生活習慣病予防の基礎を学ぶことにもなるからである。 

 「小学校低学年」では児童より早く体と心の変化を学び、近い将来、急な変化に戸惑わな

いようにすることも大切であろう。「中学校１年生」では思春期の体と心の変化を生徒とともに

学び、ともに考える機会を作ることも重要であり、保護者会などで研修を受けることも望まし

い。 

 生活習慣病の予防のために、必要な運動と食物の知識を得ることも重要である。 

２) 生活習慣 

 基本的な生活習慣を身に付けるための保護者対象の健康教育では、保護者が、児童生

徒に対する健康教育の内容を理解するだけではなく、家庭での健康教育の実践を通して、

いわば、子育ての一環であることの理解が必要である。仕事を持つ保護者が増加してきて

いることから、家庭・地域が一体となり、地域社会との連携を念頭に置いた家庭での生活リ

ズムの形成が必要であることを理解できる健康教育が必要である。また、早くから乳幼児健

診・講演会などの場を利用して、テレビ・ビデオを見ながらの育児やテレビ・ビデオに任せる

育児の弊害、また、子どもの視聴の制限など、子育て中の保護者への啓発も重要な健康教

育の一つである。 

３) 健康診断 

 小学校低学年では保護者の理解を深め、協力を得るために、保護者会等を利用し今後

行われる定期健康診断について説明することが必要である。また、疾患を持っている児童

生徒の保護者には学校管理上、また健康を守るために必要に応じて「学校生活管理指導

表」の重要性を説明しその提出を依頼する。また中学校２年生と高校１年生の保護者には

生徒と一緒に救急処置やＡＥＤ(自動体外式除細動器)の使用法について学ぶことも効果的

と考えられる。 

４) 喫煙・飲酒・覚せい剤・薬物乱用防止 

 保護者に対して、保護者会を通じて、覚せい剤・薬物乱用や飲酒、喫煙の問題点の情報

を与え、薬物乱用防止に関する講演会を開催して注意を喚起する。保護者や地域ボランテ

ィアの薬物乱用防止教室への参加、啓発資料の配布など、家庭や地域と一体となった薬物

乱用を許さない社会環境づくりを推進する。青少年の薬物乱用を防止するために、薬物乱

用の子どもや薬物を乱用する恐れのある子どもを早期に発見して補導に努めること、地域

住民の相談に的確に対応していくための相談窓口の充実を図ることが必要である。家庭に

おいても、喫煙や飲酒について話し合い、受動喫煙など喫煙・飲酒の心身に与える弊害を

認識し、喫煙・飲酒を制限することが大切である。 



５) 感染症対策 

 子どもは感染症にかかりやすく、かかると重症になることもあり、子どもの感染症は予防が

第一であることを指導する。多くの感染症は、接触感染・飛沫感染・飛沫核感染で広がるた

め、正しい手洗い、マスクの着用、うがいと咳エチケットを身に付けることが感染予防のポイ

ントであることを指導する。予防接種の有用性と、予防接種の副反応は軽微なものがほとん

どで、副反応の頻度も少なく安全性が高いことを指導する。 

 子どもが病気になると通院や入院が必要になり、仕事・育児・家事・学業など、日常生活に

も影響が出るほか、精神的にも経済的にも大きな負担となる。予防接種は、被接種者個人

の病気の予防(個人防衛)と、周囲の人へ病気の伝染を予防できる(集団防衛・社会防衛)こ

とを指導する。定期接種は、たいていは公費(無料)で実施されることも伝える。 

６) 食育 

① 家庭での団らんづくり 

食育は生きる上での基本である。家族そろって食卓を囲んで団らんすることは、マナーの大

切さ、食べ物への感謝、人と人との絆など、子どもの健全な心を育む場となり、食育の原点

であることを指導する。 

② 成長・発達に応じた食事 

学校給食摂取基準により望ましい栄養量が算出されている。食品構成については、多様な

食品を適切に組み合わせて、食育指導や食事内容の充実を図り、給食を参考にして将来

の食事づくりにつなげる献立作成に努める。 

③ 栄養バランスに配慮した食事づくり 

生活習慣病を考え、油脂類や塩分をひかえ、魚や野菜を多くなど栄養バランスに気を付け

る。「食事バランスガイド」は、１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかが一目で分かる食事

の目安である。 

④ ジャンクフードの禁止・制限 

ジャンクフードとはスナック菓子やファストフードのことで、エネルギー(カロリー)は高いが他

の栄養価・栄養素の低い食べ物のことである。これの取りすぎで、肥満や糖尿病などの若年

化が生じ、生活習慣病の原因になることを指導する。 

７) 学校安全 

① 幼稚園 

就学前の子どもの事故は、大部分が家庭内で発生しており、転倒・転落による打撲や擦過

傷・挫傷など軽度な外傷が主で、次いで多いのが熱傷及び薬物や家庭用品等の誤飲であ

る。一方、死因としては交通事故(歩行中より乗車中の方が多い)と溺死である。子どもの事

故は、発達段階に関連し年齢により特徴があることを知り、事故の実態、発生要因や防止対

策、事故やけがの応急手当などに関して、保護者会等が園医や小児科医の講演会を主催

し知識を得、幼稚園や地域が実施する実技講習会で一般的な対応力を得ることが重要で

ある。 



② 小学校 

通学に保護者が同伴することもなく、単独あるいは集団登下校となり、学年が上がるにつれ

行動範囲が広がり、種々の事故が発生しうる。低学年では、教室や廊下でのけがが最も多

く、次いで運動場、体育館、登下校時のけがが多いが、学年が上がるにつれ、教室・廊下で

のけがは減少し、運動場・体育館が多くなる。どの学年も遊具による事故はあまり多くはない。

事故の実態、その成因などの基礎知識は学年ごとの保護者会等で、学校からの報告、講演

会などで情報として得る必要がある。 

③ 中学校 

運動系部活を行うなど事故やけがの質が小学校までとは異なってくる。改めて中学生の子

どもを持つ親として、保護者会の講演会等で事故の実態、対策、対応法などの情報や知識

を得る必要がある。保護者会、ＰＴＡが主催して、地域の専門家による講演会を開催する。 

④ 高校生 

ボランティア活動やアルバイトなど行動はさらに広がり、事故のみでなく災害にも関与するこ

とになる。災害、事故に関する知識、安全に関する知識を子どもとともに学ぶことが重要であ

る。地域専門家総合連携事業の活用による講演会、実技講習会で学ぶ機会を与えるとよ

い。 

 

(２) 眼科 

 「１．児童生徒に対する健康教育のあり方」の１)視力、弱視、斜視、コンタクトレンズ、２)疾

患の特性、３)健康教育の記載を学校医は十分理解し、機会あるごとに保護者に対しても伝

え、啓発を図る。 

 視機能の発育は６～８歳で完成するために、視力検査の重要性を保護者に伝えたい。視

力検査によって弱視、斜視などが早期に発見され、早期に治療することがいかに重要なこと

かを啓発すべきである。視機能は視力より両眼視機能がより早期に完成するため、幼稚園

での視力検査も極めて重要である。 

 小学生以降、弱視発見ならびに順調な視力を保つためにも適切な対応が必要である。視

力検査にて不適切な視力が発見され保護者に通知し、それに対して保護者は医療機関を

受診し眼鏡など適切な対応を受けるよう啓発すべきである。当然、発育により視力は変化し、

眼鏡の変更が必要であり、コンタクトレンズを使用する場合は眼鏡との併用を啓発する。不

適切な眼鏡やコンタクトレンズの使用は眼精疲労、眼障害など生じるため注意が必要であ

る。 

 色覚バリアフリーのみならず、先天色覚異常がある場合は、将来の進学や就職に際して

自分の色覚特性を子どものみならず保護者が理解しておくことは重要である。本人及び保

護者の同意があれば学校での色覚検査も可能であるため、保護者へもそれを啓発する。財

団法人日本学校保健会のホームページには色覚バリアフリーの説明があり、色覚検査申込

書や学校での色覚検査についての説明文、色のバリアフリーを理解するためのＱ&Ａが記



載されていてダウンロードも可能となっているので利用されたい。 

 

例：平成１８年横浜市眼科医会は会員診療施設での希望者への色覚検査無料実施。平成

１５年以降、学校での色覚検査受診率は低迷していた。平成１９年、横浜市教育委員会

は学校での色覚検査希望者への実施を各学校へ通知した。 

 

(３) 耳鼻科 

１) 一般的事項 

 耳鼻咽喉科では聴覚・平衡感覚、嗅覚、味覚等の感覚器、さらにコミュニケーションに必

要な音声言語に関する器官を取り扱っていることを理解して教育にあたってほしい。 

 児童期の発達課題として挙げられている中で、同年齢の友達と仲良くすることの学習、読

み、書き、計算の基礎的技能を発達させること、日常生活に必要な概念を発達させること、

人格の独立性を発達させること(自主的な人間形成)などは、聴覚(特に空間に対する認知)

や音声言語によるコミュニケーションがその基礎にあることによって成しとげられるのであり、

その意味では耳鼻咽喉科領域の種々の感覚の発達はとりわけ重要である。 

 最近、出産後入院中に産婦人科にて新生児に対して聴覚スクリーニングを行う診療所が

多くなっているので、それを受け、必要があれば耳鼻咽喉科の医師の指導を受けることを勧

める。 

２) 各疾患を見据えた健康教育の要旨 

 幼児期から小学生のいびきは、扁桃肥大、睡眠時無呼吸症候群、鼻疾患によることが多く、

知識を習得したり言葉を覚える障害になるので適切な治療と管理を要する。 

 さらに強大音響※による難聴(ディスコ、ロック難聴)の際には早期に処置を開始すれば治

癒の可能性がある。また、イヤホンを用い長時間、また大きな音で聞くのも難聴の原因となる

ことを指導する。また、心の問題と心因性難聴、嗄声についても理解を促す。 

 学校での健康診断の結果はしっかりと受け止め、専門医の診察、治療を受けるようにする。

特に通年性のアレルギー性鼻炎と季節性のアレルギー性鼻炎(花粉症)との違いを理解した

上でそれぞれの病態にあった管理をしたい。また、口腔アレルギー症候群についてもアナ

フィラキシーとの関係もあるので特に注意をしてほしい。平成２０年度より「学校生活管理指

導表(アレルギー疾患)」が使われるようになった。本来は子どもを学校で管理しやすいように

保護者が学校に提出するのが趣旨である。積極的に活用してほしい。 

 喫煙に関しては家庭でもタバコの害について話し合うだけでなく、家族も禁煙するよう努

力してほしい。 

 中学生、高校生では声の衛生についても注意を払う必要がある。特に運動部の練習時の

大声、カラオケ等により発生する声帯ポリープは嗄声(しわがれ声)が初発症状のため、声に

は注意を要する。 

 学習指導要領では学年に応じて「道徳」の項に「言葉遣い」(小１、２)、「保健」の項に「毎



日の生活と健康」(小３)、「育ちゆくからだとわたし」(小４)、「心の健康、けがの防止」(小５)、

「心身の機能の発達と心の健康」(中１)、「健康と環境、傷害の防止」(中２)、「健康な生活と

疾病予防」(中３)等が取り上げられている。それらに合わせた指導も重要なことと考える。耳

鼻咽喉科領域に関しては分かりにくいことも多々あると思われるが、学校医に気軽に相談し

てほしい。 

※強大音響：ジェット機のエンジン音にも相当するような非常に大きな音のこと 

 

(４) 皮膚科 

１) アトピー性皮膚炎 

 アトピー性皮膚炎は寛解・悪化を繰り返しながら長期にわたって持続する慢性難治性皮

膚疾患である。わが国の統計的考察によると、生後１～２カ月頃より発症し、小学校卒業ま

でにその多くが治癒するとされる。しかし一部の患者では症状が慢性的に継続しながら難

治性に推移する。本症は強い痒みを伴い、外見上も不快感を伴うことから、肉体面に加えて、

不登校やいじめの問題も内在しており心理面でのケアも必要である。そのためには、罹患

児童生徒を取り巻く周囲の人々が連携して、スキンケア、治療をサポートしていくとともに、

精神面でも支えていくことが大切である。その際、保護者にも正しい知識を持ってもらうこと

が重要である。 

２) おしゃれ障害 

 保護者は、自分の子どもが日常どれくらいのおしゃれをしているか認識し、その障害の存

在を理解し、さらには子どもたちに適切なアドバイスができるようになりたい。特に、おしゃれ

障害が生じた場合には速やかに皮膚科への受診を勧めてほしい。 

３) 紫外線とプール 

 最近、マスコミでも紫外線対策について報道されるようになり、一般市民の感心も高くなっ

てきたが、なお紫外線に対する正しい理解と対策が普及しているとは言いがたい。その際、

『紫外線環境保健マニュアル』(環境省発行)は有用な指針となりうる。こうした情報を保護者

に広く知ってもらうことは、子どもたちの紫外線対策にとって重要なことである。特に幼稚園

児、小学生では、保護者の果たす役割は極めて大きい。皮膚科医は講演活動などでサポ

ートできるはずである。 

４) 学校感染症 

 保護者会などを利用して、疾患概念及びその対策を理解してもらう。疾患によっては、家

族や周囲一斉に治療を必要とする場合があることも知ってほしい。学校に任せるだけでなく、

保護者として、ワクチンの接種、性教育などにも関与していただきたい。現在、第三種学校

感染症の出席停止期間について、皮膚科と小児科が連携して統一見解を作成中である。 

 



(５) 精神科 

１) 基本方針 

 一人ひとりの子どもの特性を受け止めて、教職員を含めた様々な関係者と必要に応じて

連携しながら、子どもが発達しやすいような関わりができるように促す。 

２) こころの発達と健康の促進 

① 幼稚園 

保護者が孤立的になり不安を募らせたり、子育ての基本的な知識や経験に乏しかったりし

て、子どもに対して不適切な対応をする恐れがある。心身の発達の経過について基礎的な

知識を得るとともに個体差があることを理解して、他の子どもとの些細な違いで不安がらない

ように促す。また、規則正しい生活習慣が精神発達にも大切であると伝える。 

② 小学校 

就学すると、保護者は、子どもが学業を含めた新たな課題に対応できるのか、適切に集団

参加ができるかがしばしば心配になる。子どもの特性に配慮しつつ子どもが自信を持てるよ

うに働きかけることが望まれ、そのために保護者が精神発達の基本を理解するように促す。

また、生活習慣や集団活動についての基本的な事項を保護者と確認しあう。高学年になり、

思春期にさしかかると心身の変化に保護者が戸惑うことも大きいので、この時期の精神発達

の意義とそれを踏まえた行動の理解を促す。 

③ 中学校 

保護者は、小学校ほど教職員との連絡が密に取れないことに不安になったり、以前より距離

を置いたり自己主張をする子どもの姿に戸惑ったりする場合も少なくないだろう。この時期の

精神発達の特性について再確認して保護者の不安を和らげる。同時に、一方的になりがち

な子どもの認識の特性を理解して受け入れつつより多面的な見方ができるように根気よく促

すことを勧める。 

④ 高校 

生徒はむしろ保護者と一定の距離を取り、安定する方向になる。それまでは保護者には、

中学校の延長での支援が望まれる。 

３) こころの健康の問題や精神障害の予防及び早期介入 

① 幼稚園 

子どもの行動の偏りが大きく精神発達への不安が強い場合に保健機関や相談機関などの

支援が受けられると伝える。 

② 小学校 

保護者が精神発達の基本を理解した上で、精神発達の偏りと発達障害に関する基礎知識

を得て必要に応じて相談などができるようにする。不登校をはじめとする子どもの行動上の

問題の基盤には精神的な問題、時には精神障害が存在することもあり、学年が上がって精

神発達が進むとむしろそれが明確になってくるかもしれない。行動上の問題を病的と決め

つけずに学校や家庭の状況も含めて多面的に検討しつつ健康的な側面の増進を図るよう



に勧めると同時に、精神障害への早期介入が重要なことから精神的な問題が案じられる際

には教職員を含めて率直に相談することも大切と伝える。高学年になって身体症状や行動

症状が出現して、その基盤には知的な遅れがない、または非定型な発達障害が存在してい

ることもあるので、それも含めた情報を保護者に伝えておく。 

③ 中学校 

子どもの行動に気がかりな点があってもすべてを病的とはせずに精神発達の特性を考慮す

るとした上で、発達障害も含めた精神障害によって不登校などの行動上の問題が生じうるこ

とを伝える。また、薬物類の乱用などを予防する上で、家庭においても子どもの気持ちを尊

重しつつ規範を明確にすることは大切であると確認する。 

④ 高校 

保護者が、精神的な問題や精神障害の早期発見・早期介入に関する知識を得て、過度に

不安がらずに子どもに対応できるように促す。 

 

(６) 整形外科 

１) 成長・発達の知識 

 幼児期(～６歳頃)の運動は、家庭や友達、幼稚園や地域社会を通じての外遊びが基本と

なり、一生を通じての基本的な体力づくり、健康づくりの基礎となる。一方、近年の傾向とし

て外遊びのできにくい環境のためか運動不足によると考えられる肥満など生活習慣病や、

運動器機能不全(低下)と言われる幼児が増加している。両肩が挙がらない、肘の伸びが悪

い、体の前屈で指が床につかない、しゃがむと後ろに倒れるといった体の固い子ども、バラ

ンスの取れない子どもが増加している傾向であり、いわゆる基本的運動器機能が低下して

いる子どもが増加している。このような基本的動作が低下していたり、体が固い子どもが特

定のスポーツ活動をすればスポーツ傷害を起こしやすいと考えられている。 

２) 運動器検診とその予防 

 平成１７年度より日本で実施されている「学校における運動器検診」の研究プロジェクトで

は、小学校、中学校、高校の児童生徒の脊柱側弯症を中心に検診を行っているが、運動

器機能低下や、運動器の傷害も認められ、その予防と対策を行っている。「運動器」とは骨、

関節、筋肉、靭帯、腱、神経など身体を支えたり動かしたりする器官の名称。「運動器の１０

年」日本委員会が提唱し、平成２０年１月１７日の中央教育審議会で、子どもの健康で過度

な運動、スポーツによる運動器疾患、障害を抱える子どもが見られる状態と指摘されている。

幼児期から大人へと成長していく高校生までの間に心や体の発育・発達に応じて、運動器

についての意味や、その疾患・傷害などの予防、その対策を指導していく必要がある。 

３) 脳と心と体の健康教育 

 成長期の体づくりを含めて、知能、心や運動能力の健全な発育・発達で大切なこととは食

育と休息、睡眠と運動のバランスである。バランスの取れた楽しい運動、そして栄養摂取は

幼児期から小学校、中学校、高校と大人に成長する時期に非常に大切なことと考える。 



 

例：埼玉県さいたま市、鴻巣市、北本市、桶川市の小学校就学児健診の子育て講座 で「骨

の成長と栄養の問題点」の中で運動器の説明や運動器検診の意義とその重要性につ

いて保護者に講演をした。(平成２０年１０月～１１月／対象保護者約１,０００人) 

 

(７) 産婦人科 

 就学前の子どもが日々の生活を通して、生命の大切さ、友達との触れ合い、健康的な生

活などの基礎を学ぶのは小さな社会から、つまり、保護者・教職員・友達(の家族)・近所の

人からであるが、その中でも保護者の占める割合は極めて大きい。子どもとの接し方や子ど

もへの説明の仕方で保護者が悩むことがあるようであれば、教職員に相談したり、保護者同

士で話し合ったりすることが重要である。また、この時期、男児の保護者は、子どもたちへペ

ニスの清潔な保ち方を教える必要がある。 

 時期を特定するものではないが、子どもを褒めて育てることの大切さや子どもの話をよく聞

く(傾聴・受容・支持)ことは、自分がかけがえのない命であると自覚し、自尊心を養うことにつ

ながり、子どもが小さい頃から保護者が意識すべき点である。 

 第二次性徴が見られる小学校中学年～高学年までには、教職員との懇話会を通じて、保

護者も性教育の現状を知っておく必要がある。保護者が児童期に受けた性教育の内容・児

童の性の実態と現在のものでは、実態が大きく異なっており、保護者の性に関する知識の

向上を目指す必要がある。種々の性教育関係やリプロダクティブヘルスに関わる公開講座

や産婦人科医からの講習が役立つと思われ、機会があれば出席してもらいたい。中学後半

から高校生に至って、特に子どもたちからの相談がなければ保護者自身が性の具体的な

教育を子どもに行う必要はないが、小学校低学年より高校の間を通して、自分の子どもがど

のような性教育を受けているのか、どのように感じているのかについて、関心を持って見守

っていく必要はある。女子を持つ母親に対しては、小学校高学年から中学1年生にかけて、

特に、近年話題となっているヒトパピローマウイルス(ＨＰＶ)と子宮頸がんの関係やＨＰＶワク

チンの意義について理解してもらうために、子どもとともに産婦人科医の講義を受けて、女

性の生涯の健康について親子で話し合ってもらいたい。 

 



表４　　各診療科の医師が考える健康教育のあり方(保護者) 保護者

内科・小児科 眼科 耳鼻科 皮膚科 精神科 整形外科 産婦人科
幼稚
園

・早寝・早起きの習慣づくり（保護者会） ・子どもの視力 ・アトピー性皮膚炎の正しい理解(①) ・精神発達の特性とその支援
・弱視、斜視 ・具体的なスキンケア(②) ・安心な子育てのために

・よりよい睡眠と食事 ・紫外線の正しい知識と対策(③) ・規則正しい生活と心身の健康 ・家庭、地域・近所の中で共同作業
よりよい音 の理解と実践 精神発達の偏りと発達障害事故の成因 予防 応急処置 事後対策 水いぼ とびひ 虫刺されなどの

・外遊び、運動遊びを通じて
　家族とのふれあい（保護者会）

・生命の大切さの教育について教職員
　との連携

・食育と体の発達について
（保護者会） 特に母親に対してペニスの清潔な

・遊びの重要性、保護者のできること
　（保護者会）

・風邪を引いた時の注意点
　（中耳炎の早期発見）

・よりよい音への理解と実践 ・精神発達の偏りと発達障害

・正しい感染症予防について（保護者会）
・家庭での団らんづくり
・早寝・早起き・朝ご飯の習慣づくり（保護者会） ・屈折異常(近視 遠視 乱視) ・皮膚炎の理解(①) ・精神発達の特性とその支援 ・ほめて育てることの大切さ小学

・事故の成因・予防・応急処置・事後対策
　（研修会など）

・水いぼ、とびひ、虫刺されなどの
　病態と治療（保護者会）(④)

　（保護者会） ・特に母親に対してペニスの清潔な
　保ち方

・運動器の意味と遊びと発育・・滲出性中耳炎の予防 学校健診

・身体の発育について保護者同士の
　会話の中で相手を認め合う

・早寝・早起き・朝ご飯の習慣づくり（保護者会） ・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・皮膚炎の理解(①) ・精神発達の特性とその支援 ・ほめて育てることの大切さ
・弱視、斜視 ・おしゃれ障害の具体例(②) ・規則正しい生活と心身の健康

・会話と聞き上手 ・プールでの紫外線対策(③) ・精神発達の偏りと発達障害 ・ラジオ体操の指導（保護者会）
・成長発達に応じた望ましい食事(保護者会） ・学校における保健師の講習に出席
・家庭における感染症予防

小学
校低
学年

・急性発疹症と出席停止期間
（学校からのお知らせ）(④)

・感染性結膜炎
　(プールのゴーグル使用)

・学校検診の意義など学校保健について
　（保護者会)

・運動器の意味と遊びと発育・
　発達（保護者会）

・滲出性中耳炎の予防、学校健診
　の意義 ・傾聴・受容・支持といったマインドを

　持って子供と接する

家庭における感染症予防

・早寝・早起き・朝ご飯の習慣づくり（保護者会） ・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・扁桃の理解 ・スキンケア全般(①) ・こころと身体の変化 ・運動習慣と食育（保護者会） ・男女の発育と成長の違いについて
・滲出性中耳炎　 ・おしゃれ障害の具体例(②) ・小集団活動で社会性を養う ・睡眠と成長痛（保護者会）

小学
校中
学年

（学校からのお知らせ）(④)

・感染性結膜炎
( )

・事故の実態・防止策・応急処置について
　（保護者会）

・栄養バランスに配慮した食事づくり
（ 会） ・睡眠時無呼吸 ・皮膚科医との連携(③) ・運動器検診について（保護者会）

・いじめについて（保護者会） ・眼心身症 ・遊びと平衡機能 ・疾患概念、予防（保護者会）(④)
・性について（保護者会） ・色覚特性

学年 　(プールのゴーグル使用)

・事故の実態・防止策・応急処置について
（保護者会）

　（保護者会）

・テレビの見せ方、ゲームの扱い方(保護者会）

・家庭内感染予防
・家庭における話し合い ・アレルギー眼疾患、他の眼疾患 ・いじめについて(①) ・精神発達の特性とその対応 ・背柱側弯症（保護者会） ・子供に対する性教育の現状確認
・ジャンクフードの禁止・制限 ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・おしゃれ障害の実態(②) ・こころの不調とその対応 ・性情報について学校教諭との懇談会

小学
校高

　（保護者会）

・鼻症状（嗅覚障害）、アレルギー
性 ・けがによる医師のかかり方・ジャンクフードの禁止・制限 ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・おしゃれ障害の実態(②) ・こころの不調とその対応 ・性情報について学校教諭との懇談会

・思春期の心と身体について（保護者会） ・眼心身症 ・顔面外傷 ・場所と時間での対策(③) ・性的接触について
・家庭における話し合い ・色覚バリアフリー ・嗅覚障害
・覚せい剤・薬物乱用に関する注意（保護者会) ・鼻出血の対応 ・精神発達の偏りと発達障害
・携帯電話の問題点(保護者会）

・学校感染症罹患生徒への対応
　（いじめ、差別）(④)

校高
学年 ・薬物類（タバコ、アルコールを

　含む）の乱用の防止

性 ・けがによる医師のかかり方
　(保護者会）

・産婦人科医からの直接の講習
　（HPVワクチン接種）
・インターネット上の有害情報の排除と携帯電話の問題点(保護者会）

・予防接種の必要性（保護者会）
・飲酒、喫煙の問題点に関する注意（保護者会)

・中学生としての生活習慣（保護者会） ・コンタクトレンズ眼障害 ・難聴の種類についての知識 ・ステロイドについて(①) ・精神発達の特性とその対応
・学校検診事後措置（個別・保護者会） ・屈折異常(近視、遠視、乱視) ・強大音響による難聴への注意 ・おしゃれ障害の実態(②) ・こころの不調とその対応

性（ 会） (③) 育

中学
校１年
生

インタ ネット上の有害情報の排除と
　優良情報の取得について知ってもらう

・産婦人科医からの直接の講習
　（HPVワクチン接種）

・スポーツ傷害の事後処置
　(保護者会）

・予防接種の必要性（保護者会） ・帽子の効用(③) ・睡眠と体の発育について
・薬物乱用・覚せい剤の注意（保護者会） ・麻疹・風疹の予防接種（お知らせ）(④)

・家庭における話し合い
・思春期の体と心の発達(保護者会・個別）
生活習慣病の概念と予防について（保護者会） 眼外傷予防(ゴ グル使用) スキンケアの方法(①) 精神 行動上の問題の理解と対応 けが（外傷）の応急処置（保護者会）

生

中学 平衡感覚（めまい）についての対応・生活習慣病の概念と予防について（保護者会） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・スキンケアの方法(①) ・精神・行動上の問題の理解と対応 ・けが（外傷）の応急処置（保護者会）

・環境と健康について（保護者会） ・色覚特性 ・おしゃれ障害の実態(②) ・運動器検診について（保護者会）
・家庭における話し合い ・眼精疲労（VDT症候群など） ・サンスクリーン剤(③)

中学
校２年
生

・災害・感染症などのリスクマネージメント
（保護者会）

・平衡感覚（めまい）についての対応
　（修学旅行時の乗り物酔いとの関連、対処）

・治療の必要な感染症皮膚疾患
（学校での公開講座など）(④)

・応急処置や救急蘇生法（保護者会）
・家庭における感染予防 ・眼精疲労（VDT症候群など） ・カラオケと発声 ・情報の共有を図る(①) ・精神発達の特性とその対応
・家庭における話し合い ・調節緊張 ・アレルギーと感染症の予防 ・おしゃれの正しい知識(②) ・精神・行動上の問題の理解と対応
・学校安全について（保護者会） ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・衣服、サングラスの活用(③) ・精神障害の予防と早期発見・早期介入

中学
校３年
生

　（保護者会） （学校での公開講座など）(④)

・食育と心と体の発育について
　（保護者会）
・痛みの意義と痛み止めについて学校安全について（保護者会） 眼外傷予防(ゴ グル使用) 衣服、サングラスの活用(③) 精神障害の予防と早期発見 早期介入

・家庭内喫煙・飲酒の制限 ・色覚特性 ・薬物類の乱用の防止

・家庭における話し合い ・コンタクトレンズ眼障害 ・アレルギー性各疾患の理解と対処　 ・不登校について(①)
・事故と安全について（保護者会） ・アレルギー眼疾患 ・聞くことの理解と対応 ・おしゃれの正しい知識(②)
専 家 保護者 修会 剤 化粧(③)

高校
１年生

・武道、スポーツの練習・
　トレーニングの基本（保護者会）

が（外傷） 応急処置

・白癬、イボ、疥癬の家庭内感染
　（お知らせ）(④)

痛みの意義と痛み止めについて
　（保護者会）

同上・専門家による保護者研修会 ・サンスクリーン剤と化粧(③)
・家庭内喫煙・飲酒の制限
・応急処置や救急蘇生法（保護者会）
・毎日の生活習慣・環境を整える ・眼外傷予防(ゴーグル使用) ・大気汚染、タバコ等気道との関連　 ・アトピービジネス(①)
家庭における話し合い 色覚特性 流行病の理解と対応 年齢相応のおしゃれ(②)

高校
２年生

・急性発疹症、性感染症の
　具体的対応（講習会）(④)

・けが（外傷）の応急処置
　(保護者会）

・栄養と運動と体力づくり
（保護者会）

同上

・家庭における話し合い ・色覚特性 ・流行病の理解と対応 ・年齢相応のおしゃれ(②)
・紫外線について（皮膚科医の講演）(③)

・スポーツと関連する皮膚感染症(④)
・災害と安全について（保護者会） ・眼精疲労（VDT症候群など） ・健全な社会生活と感覚器の働き ・治療のあり方(①)
・家庭内喫煙・飲酒の制限 ・調節緊張 ・化粧品の正しい使用について(②)

２年生 　（保護者会）
・痛みの意義と痛み止めについて
　（保護者会）

同上

同上

高校
３年生

・睡眠と心と体の発育、発達
（保護者会）・家庭内喫煙・飲酒の制限 ・調節緊張 ・化粧品の正しい使用について(②)

・色覚特性 ・紫外線の正しい知識の再確認(③)
・麻疹・風疹の予防接種(④)

同上

・小学校高学年までに産婦人科医
からの講習が望まれる

備考

３年生

・生涯にわたるスポーツの実践
　（保護者会）

　（保護者会）

からの講習が望まれる

皮膚科の註：皮膚科は、これまで学校健康教育に関与した４項目を取り上げ、それらを個別に纏めた。４項目とは、①アトピー性皮膚炎、②おしゃれ障害、③紫外線とプール④

学校感染症である。その作業は、日本臨床皮膚科医会学校保健委員会、及び日本小児皮膚科学会学校保健委員会から選任された委員が行った（下記、○は責任者）。

①アトピー性皮膚炎 ○大川司（前橋皮膚科医院，群馬県）、岡野伸二（岡野皮ふ科クリニック，広島県）、小幡秀一（小幡皮フ科クリニック，神奈川県） ②おしゃれ障害 ○

岡村理栄子（岡村皮フ科医院，東京都）、原田栄（原田皮膚科クリニック，東京都） ③紫外線とプール ○島田辰彦（島田ひふ科，鹿児島県）、上出良一（東京慈恵会医科

皮膚科の註：皮膚科は、これまで学校健康教育に関与した４項目を取り上げ、それらを個別に纏めた。４項目とは、①アトピー性皮膚炎、②おしゃれ障害、③紫外線とプール④

学校感染症である。その作業は、日本臨床皮膚科医会学校保健委員会、及び日本小児皮膚科学会学校保健委員会から選任された委員が行った（下記、○は責任者）。

①アトピー性皮膚炎 ○大川司（前橋皮膚科医院，群馬県）、岡野伸二（岡野皮ふ科クリニック，広島県）、小幡秀一（小幡皮フ科クリニック，神奈川県） ②おしゃれ障害 ○

岡村理栄子（岡村皮フ科医院，東京都）、原田栄（原田皮膚科クリニック，東京都） ③紫外線とプール ○島田辰彦（島田ひふ科，鹿児島県）、上出良一（東京慈恵会医科

大学附属第三病院，東京都）、種田明生（種田医院，東京都） ○西井貴美子（西井皮膚科クリニック，大阪府）、佐々木りか子（りかこ皮フ科クリニック，東京都） ④学校感



Ⅳ. 地域で医師が貢献できる学校健康教育とは？ 

 

１． 学校現場へのアプローチ 

 子どもたちを取り巻く社会環境の変化や医学・医療の進歩により、学校保健における問題

も多様化・複雑化し、それらに的確に対応していくために、学校医の職務においては、従来

からの保健管理とともに、健康教育を中心とした保健教育や保健組織活動の重要性が増し

てきている。 

 そもそも、医師は、大きく三つの立場で学校保健の場に関わる。学校医として、専門医とし

て、そして、医療機関の一員としての三つである。それぞれの立場での活動はもちろんのこ

と、複数の立場における活動を通して、より連携を深め学校保健に寄与できるものと考えら

れる。 

 そのため、医師自身が、認定学校医制度などの制度に則って研修を納めていくことはもち

ろんのことであるが、さらに、学校医あるいは学校保健に関わる医師が学校における健康教

育と関わりを持つ機会を得るためには、「学校保健に関する学校内の体制の充実」と「学校、

家庭、地域社会の連携」が求められる。 

 

(１) 学校保健に関する学校内の体制の充実の必要性 

 子どもの現代的な健康課題への的確な対応のためには、学校内の組織体制が充実して

いることが基本となることから、すべての教職員が共通の認識(基本的な認識と理解)を持ち、

校長のリーダーシップの下、学校保健計画に基づき、教職員の保健担当者などの関係組織

が十分に機能し、すべての教職員で学校保健体制の整備を図り、保健教育と保健管理に

取り組むことが必要である。さらに、事例によっては、地域の医療機関や福祉機関等の地域

の関係機関との連携が必要となる場合も想定されるが、その場合は、養護教諭と学校医が

橋渡し役を担って問題の解決にあたらなければならない。従来考えられてきた、学校医は近

づきがたい存在であるという考え方を払拭し、むしろ、学校保健事業に協力的である点を、

学校保健関係者により強く理解されるような体制づくりに努力する。 

 

(２) 学校、家庭、地域社会の連携の推進・協力体制の構築のために 

１) 学校保健委員会について 

 学校保健委員会は、学校内の保健活動の中心として機能することはもとより、学校、家庭、

地域の関係機関等が一堂に会し、連携して効果的な学校保健活動を展開することも可能と

なる最適な場であり、単なる開催の事実だけではなく、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、

特に学校医の積極的な参加がその活性化に是非とも必要である。 

２) 学校と家庭との連携の強化について 

 健康課題に関する子どもの支援にあたっては、家庭との信頼関係の構築が不可欠であり、

日頃から、健康相談等を通じ、家庭と養護教諭、学級担当等、学校医、ＰＴＡ、地域関係者



等が連携し、協力や情報交換を図ることが必要である。また、具体的な健康管理にあたって

は、学校や家庭の実情に応じて、教育委員会、学校、家庭、学校医、主治医が共通理解を

図った上で、実施内容について学校と家庭が直接、意見交換できる機会を設け対応を決定

することが重要である。 

３) 学校と地域の関係機関との連携の強化 

 子どもの現代的な健康課題に的確に対応するためには、学校や家庭を中心に、学校の設

置者である地方公共団体等や地域の関係機関を含めた地域レベルの組織体制づくりが不

可欠であり、そのためには、例えば、以下のような地域や市町村レベルを含む組織づくりが

必要である。 

・地域学校保健委員会の設置 ※後述の「２.医師側のチーム体制」参照 

・学校地域保健連携協議会(仮称)の設置 

・各地域の学校保健会の活性化 

・学校への各種専門医の派遣 

・子どもや保護者、教職員に対する啓発や個別の健康相談への参加 

 なお、学校医による健康教育を含む学校保健活動としては以下のものが考えられる。 

① 学校保健計画への参加 

学校医は毎年の学校における健康診断の結果や学校感染症の発生状況、健康相談での

課題、その他の児童生徒等の健康問題等について、学校保健委員会等に提案し協力する

なかで、今後の学校保健の取り組みを、新年度の学校保健計画の中に位置付けることへの

協力からスタートすることが重要である。 

② 講話 

健康相談の事後措置、感染症・食中毒の予防措置、健康相談、学校保健委員会等の行事

には、学校医は保健管理の専門家としてチャンスを求めて、講話等による保健指導に努め

るべきである。２００９年の新型インフルエンザの流行などに対するものは、それらにおける非

常に適切な例と考えられる。ただし、こうした学校における健康教育への参入は、学校側か

ら積極的に求められることは必ずしも多くはなく、養護教諭などと十分な協議の上で、連携、

協力して参入するよう努力することが必要である。 

③ 健康相談 

健康相談は、職務執行の準則においても、学校医の従事が義務付けられているにもかかわ

らず、実際に学校で実施されている率は極めて低く、特に、学校医が実際に参加して実施さ

れている例は皆無に近い。今後学校医が参加して、学校保健の活性化を図るためには、健

康相談は、学校保健委員会とともに極めて有効な行事であることから、学校医の積極的な

参加が望まれる。さらに、単なる児童生徒の健康問題の解決に留まらず、学校と家庭、地域

の専門医療機関や福祉・保健の関係機関が連携・協力して対応できる制度として、今後の

推進が望まれるところである。 



④ 学校保健委員会 

学校、家庭、地域が連携・協力して学校保健の推進を図れる学校医にとっても最も重要な

場であり、今後ますますの活性化及び学校医の積極的な参加が望まれる。 

 

 以上の４点においては、学校現場と学校医との日程調整が鍵となってくる。学校医の積極

的な姿勢はもちろん重要であるが、学校現場の行事であることを考慮に入れ、互いの連携

を図りつつの調整を十分に心がけることが必要であろう。 

 

２． 医師側のチーム体制 

 医師の立場から学校現場や教育委員会への様々なアプローチを行う上で、健康教育に関

して、医師側のチーム体制を作り、問題解決を行う必要がある。 

 その理由の第一に、医師が学校保健に関わる三つの立場での共通の問題点に関すること

である。本答申の第Ⅲ章で述べられていることを見てみると、健康教育の実践にあたっては、

同じ教育項目に関しても、専門分野別に、また、専門診療科別により観点が異なってくる。

例えば、心の問題について見ると、小児科医と、精神科医とでは当然のことながら、それぞ

れの見方に違う部分が生じてくる。また、性の問題に関連して、産婦人科では生命の誕生を

背景に比較的早い小学校低学年に「相手を思いやる」という教育テーマを、それに対して精

神科では、「思いやりのある行動をする」というものを中学二年に入れてある。さらに、対象を

学年全体とするのか、クラスやグループや個人とするのか、また、保護者も同席するのかな

ども、専門分野別に異なってくるであろう。それぞれの項目についての、見方、出現時期や

対象が異なってくることは、専門性に立ったという点によるものであり統一することは困難で

あるが、これらのことは、学校の健康教育の現場においては混乱を招きかねない。それを防

ぐためには、特に学校関係者に対して、本答申が専門性に立ったものであることの説明と各

専門家からの何らかの補足・説明が必要になる。 

 第二には、学校における健康教育の実施においては、例えば、その内容に関して、医師

側はどのようなポイントが重要であると考えているのか、一方、教育現場はどのようなことに重

点を置いた教育を望んでいるのかなど、様々な問題をすり合わせにより解決していかなけれ

ばならない。 

 さらに、現在の学校保健においては、内科・小児科、眼科、耳鼻科以外の専門科領域の

問題点も大きくなってきている。しかしながら、皮膚科、精神科、整形外科、産婦人科領域の

専門医の医師が学校医を委嘱されている場合はまだまだ多くはない。それゆえ、養護教諭

や地域の医療機関などと、連携を図って「橋渡し」を行う最適な立場にある学校医の職務が

一つ増えることとなろう。 

 すなわち、学校医、専門医、医療機関という三つの立場に立った医師が、また、それぞれ

の立場や専門分野における異なる観点を調整しながら、チームを組んで現場での健康教育

を円滑に実施するための努力をする必要があるということになる。 



３． 子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業の発展型 

 健康教育のさらなる円滑な実施のためには、前に述べたように、その実施場所、医師チー

ムだけではなく、それを支え、さらに発展させる、学校保健委員会を中心としたシステムが必

要となる。 

 学校保健は地域保健の大きな柱の一つである。学校保健の問題が多様化し、また、医師

不足が深刻化しているなかで、それらの問題解決をはじめ、今後起こりかねない学校医や

地域医療機関の不足などに対しても、地域のグループによる対応を図ることも考慮していか

なければならない。 

 そのため、今後は、学校単位の学校保健委員会のみならず、地域における、いわば「拡大

学校保健委員会」や「地域学校保健委員会」とでも言うようなものが必要となるであろう。例を

挙げてみると、現在、愛知県では、教育委員会、７科の医師、そして医師会が幹事会を組織

して情報交換を密に行うことはもとより、今までそれぞれ単独で行っていた研修会なども合同

で行うことによりその効率を上げている。また、鳥取県では、学校保健委員会の構成メンバ

ーを地域にまで拡大し、その地域での様々な問題への対応を図り、講師派遣などにも地域

のグループとして対応することを目指している。 

 さらに、学校保健協議会として学校保健関係者の連携をさらに強めることにより、予防接種

などのように地域の事情が大きく関係する問題に拡大学校保健委員会として対応している

地域も多く見られ、その中においては医師会組織が中心的役割を担っていかなければなら

ない。そして、結果的に、これらが健康教育の大きなサポートシステムの一つとしても機能す

ることとなるのである。 

 現在、文部科学省の事業である「子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業」が地域

の学校保健関係者によるシステムを背景に、健康教育事業を中心に実施されている。今後

は、健康教育のさらなる円滑な実施を目指して、実施場所、医師チーム、そのサポートシス

テムで形成される、いわば「子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業の発展型」の事

業展開が期待されるところであり、医師、そして医師会を中心としたそれをサポートするシス

テムがますます重要となるであろう。 



Ⅴ. 今後の課題 

 

 諮問「学校健康教育の新しい展開」について、２年にわたり学校保健委員会で討議を進め、

本答申としてまとめた。学校医及び様々な形で学校保健に参画する医師が、各地域におい

てその地域の特性を生かし、現代の様々な生活や健康に関わる課題を突きつけられた中で

生きる幼稚園児から高等学校生徒までに対し、また、それらの子どもたちに寄り添い、指導

助言する教職員に対し、さらには子どもたちの保護者に対し、専門性を生かした健康教育を

展開するための具体的なあり方を示そうと試みたものである。学習指導要領等教育課程を

形成するガイドラインを熟知した上で、学校における子どもたちの発達段階に配慮した健康

教育、教育現場のニードに対応した教師に対する教育や研修の内容、子どもたちの健康実

態に配慮した保護者への講話、助言等を実際に行おうとする場面で役立つ内容を提供でき

ないかという観点から討議したものである。このために、各診療科の専門性を有する医師とし

て提案しうる健康教育を「医師会から提案すべき学校健康教育」としてまとめた。各診療科

別、学校種・学年別の健康教育の内容を幼児・児童・生徒、教職員、保護者別に示すという

試みを委員及びその他の医師の協力も得て行った。おそらく、このような示し方は過去にも

なされたことはなかったことと思われる。 

 実際に学校では学校教育活動全体を通じ、また、教科での保健学習を通じ、健康に関す

る教育が子どもたちに対してなされる仕組みはできているが、それが実際に有効な形で実

施されているかというと、必ずしもそうではないらしい。学校によりばらつきがあるようである。

他方で、子どもたちの生活上様々な健康に関わる問題が生じて来ており、それら個別課題

への対応が社会から迫られているという現実もある。肥満、やせ、食事、運動、休養・睡眠等

生活習慣に関わる課題、こころの健康、性をめぐる問題、アレルギー、いじめ、虐待等々が

それらの例として挙げられる。 

 学校医や学校保健に関わる医師の学校への主たる関わりは保健管理を通じて行われるの

であるが、様々な場面を活用し、健康教育に参加することが可能性としては論じられてきて

いる。その背景には、疾病の早期発見を主眼とする二次予防重視から、疾病や健康障害の

発生自体を予防しようとする一次予防を重視する方向へ学校保健の内容が変化してきてい

る現実がある。医師が学校において健康教育に携わるためには、それ相応の準備が必要で

ある。日本医師会、都道府県医師会、郡市区医師会において学校保健に関する講習会や

研修会が実施されてはいるが、健康教育の参画に十分な研修機会が用意されているかとい

うと、現状はとてもそこまでは及んでいない地域がほとんどである。 

 健康教育に必要な知識の習得や研修の機会が十分に確保されていないという問題は教

職員においてもしかりである。そもそも教員の養成課程で健康や学校保健に関する科目が

必修化されていない。大半の教員は最初から健康教育に関する自信を持てない中で日々

健康課題を持った子どもに接しているのである。さらに現職教諭の研修においても健康教

育がテーマとして取り上げられることは極めて少ない。管理職の研修についても同様である。



これらも今後充実・発展さるべき課題と言える。 

 さらに、保護者にとってはマスメディアを通じ、様々な健康情報は届けられてはいるが、そ

の内容は様々であり、中には科学的根拠が薄弱な興味本位のものも含まれている。あふれ

る健康情報の中から適切な判断に基づき取捨選択できるような力を保護者自身が育んでい

くことが望まれるが、ここに学校医や学校保健に関わる医師の指導・助言を活用できるので

はないだろうか。ＰＴＡの活動において医師による講話が行われるというようなことは、少々連

絡調整等の努力をすれば可能である。講演謝金等の手当も各学校の創意と工夫で何とか

実施してほしい。特別非常勤講師制度等、既存の諸制度をうまく活用することも考慮すべき

である。このためには校長の理解とリーダーシップが不可欠である。 

 学校健康教育に医師がどのように関与し展開するのか、そのために学校の誰とどのように

関わるのか等については明確な規定はない。今後とも先進的事例を出し合い、検討し、まと

めていくことが大切であると思われる。 


