
保健室に頻回来室する児童への健康相談の在り方 
－個別支援プログラムの作成と実践を通して－ 
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【要  約】 

児童生徒の心身の健康課題の多様化に伴い、健康相談において養護教諭が専門性を生かして、

学校内で中心的役割を果たし、個々に応じた支援を組織的に推進することが期待されている。そ

こで本研究では、保健室に頻回来室する児童の多面的な実態把握を行い、支援目標を設定し、そ

れを基に、心理技法を組み合わせた個別支援プログラムを作成し、養護教諭が中心となって実践

した。その結果、児童の保健室来室回数が減り、個別支援プログラムの有効性が示された。 
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１ 研究の目的 

平成28年度愛媛県学校保健会養護部会研究部

の健康相談に関するアンケート結果によると、

養護教諭が行った健康相談では、人間関係に関

する相談や保健室頻回来室者への心のケアが多

いことが分かった。一方で、養護教諭が抱える

課題や悩み等では、心の健康問題の増加・多様

化が６割を超えていた。これらのことから、多

様化する心身の問題や背景要因を児童生徒の実

態から把握し、養護教諭が専門性を生かしなが

ら、組織的に健康相談を推進していくことが重

要であると考える。 

そこで、保健室に頻回来室する児童に対し、

まず、養護教諭による心理検査等の客観的指標

や関係教職員による観察を通して、児童の多面

的な実態把握を行い、支援目標を設定する。そ

れを基に、児童の実態に合った支援を効果的に

行うために、心理技法を組み合わせた個別支援

プログラムを作成し、養護教諭が中心となって

実践を行うこととした。 

２ 研究の内容 

⑴ 実態調査による対象児童の選定

研究協力校の３年生から６年生6 2 8名より対

象児童の選定を行った。４月から６月にかけて

保健室を頻回来室した児童のうち、「楽しい学

校生活を送るためのアンケート（以下Ｑ－Ｕと

する。）」結果から、支援が必要と思われる児

童４名を抽出した。そして、４名に「学校環境

適応感尺度（以下アセスとする。）」を実施し、

その結果から、早急に支援が必要な１名（以下

Ａ児とする。）を対象児童とした。 

⑵ Ａ児の多面的な実態把握

ア 心理検査等の客観的指標による把握

(ア) Ｑ－Ｕの結果

学級生活不満足群に属しており、要支援群に

近い位置にいた。 

(イ) アセスの結果

六つの因子（生活満足感、教師サポート、友

人サポート、向社会的スキル、非侵害的関係、

学習的適応）全てにおいて要支援領域であった。 

(ウ) エゴグラムの結果

ＮＰ（養育的な親の心）とＡＣ（順応した子

どもの心）が高く、優柔不断タイプであった。 

(エ) 集団地図の結果

学級地図では、まず、用紙の中央下に手をつ

ないだ友達４人と友達から少し離れた用紙の左

下に自分を、次に、用紙の中央に友達二人と手

をつないだもう一人の自分を配置した。このこ

とより、友達ともっと関わりたいという欲求が

あるのではないかと考えた。 

イ 関係教職員の観察による把握

ケース会議を行い、学級担任、管理職、生徒

指導主幹、特別支援コーディネーター等と情報

交換し、健康相談記録シートに集約した（図

１）。そして、Ａ児の多面的な実態把握をした。

図１ 健康相談記録シートの内容 

⑶ 個別支援プログラムの作成

ア Ａ児の実態に応じたトレーニングの選

定・実施計画の立案 

ケース会議により、支援目標（長期目標・短

期目標）と具体的な手立てを設定した（図２）。

それを基に、養護教諭が行う個別支援プログラ

Ⅰ　学校・家庭での様子 Ⅱ　本人の状態 Ⅲ　支援の方法

１　保健室からの情報 １　Ｑ－Ｕの結果 １　情報のまとめ（学習場面、

２　出席、遅刻、早退状況 ２　アセスの結果 　学校生活面、家庭環境面等）

３　家庭等の状況 ３　エゴグラムの結果 ２　支援目標（長期・短期）

４　医療機関の情報 ４　集団地図の結果 ３　支援相関図

５　前年度の様子 ４　個別支援プログラムの計画

５　支援の実際の記録

６　ケース会議の記録



ムを作成した。

図２ 支援目標（長期目標・短期目標） 

個別支援プログラムは、養護教諭とのリレー

ションづくりのためのトレーニング、自己肯定

感を高めるトレーニング及びソーシャルスキル

トレーニングの３種類（13セッション）とリラ

クセーションで構成した（図３）。

図３ 個別支援プログラム 

イ トレーニング記録カードの作成

各トレーニングを実践した後、トレーニング

記録カードで、トレーニングの評価の視点に基

づき、Ａ児の表情や効果が見られた言動及び行

動について記録するカードを作成した。その評

価を蓄積していくことで、次のトレーニングへ

の意欲化を図ることとした。 

⑷ 個別支援プログラムの実践

９月から10月にかけて、保健相談室で個別支

援プログラムの実践を行った。なお、トレーニ

ングは、Ａ児の実態に合わせて活動を工夫しな

がら実践した。 

ア 養護教諭とのリレーションづくりのた

めのトレーニング 

養護教諭とのよりよい人間関係づくりのため

に最初のトレーニングとして、自己紹介や二者

択一問題での相性度チェックを行い、ゲームを

通して、Ａ児の不安や緊張を軽減させた。「ス

トレングスカー

ドゲーム」では、

一緒に長所をカ

ードの中から選 

び、Ａ児のよさ  図４ ストレングスカード 

を伝えることで、見守られている安心感を持た

せ、信頼関係を築いた（図４）。  

イ 自己肯定感を高めるトレーニング

「自分の宝さがし＆自分地図」では、自分

の内外のリソース（資源）をたくさん見付け、

マッピングして視覚化することで、夢や目標

につながる力や強みを自覚させた（図５）。 

学級の友達と小集団で行った「ほめあげ大

会」や「す

ごろくトー

ク」などで

は、自分の

よさに気付

かせ、自己 

肯定感を高

めさせた上 図５ Ａ児の自分地図 

で、友達と関わる楽しさを味わわせた。 

ウ ソーシャルスキルトレーニング

相手との距離感、表情、視線、声の大きさな

どに気を付けながらロールプレイングをさせる

ことで、自分の思いを相手に伝えるポイントを

学習させた。また、ロールプレイングの様子を

動画撮影したものを見せることで、トレーニン

グを振り返らせ、友達と上手に関わるスキルを

高める工夫を行った。 

エ リラクセーション

ストレスを軽減させ、心身をリラックスさ

せることを目的として、10秒呼吸法を取り入

れた。教示ＤＶＤを作成し、映像に合わせて

腹式呼吸を行わせた。 

⑸ 個別支援プログラムの検証

検証の視点と方法について、図６に示す。 

図６ 検証の視点と効果の検証方法 

視点ア

視点イ

個別支援プログラムの効果の検証方法

検証の視点

・ 健康相談記録シートによる目標達成状況及び評価

・ Ｑ－Ｕの結果による事前事後の比較

・ アセスの結果による事前事後の比較

・ 自己肯定感尺度の評価による事前事後の比較

・ 保健室来室状況の記録

　支援目標（短期目標）の達成状況から各トレーニングによる個別支援プログラムの
効果があったか。

　個別支援プログラムの実践の結果、個別支援プログラムの構成の効果があったか。

長　期　目　標

個別支援プログラム

自己肯定感とコミュニケーションスキルを向上させる。

　手立て２

短　期　目　標

目標３

手立て

　保健相談室で、養護教諭が個別と小集団とで自分の
よいところに気付くトレーニングをする。

　友達とのコミュニケーショ
ンを増やす。

　自分のよさに気付かせる。

目標１

目標２

　自分の思いを相手に伝える
スキルを高めさせる。

手立て

手立て１

　保健相談室で、養護教諭と自分の思いを相手に伝え
るポイントを学習させ、そのスキルを高めるトレーニ
ングをする。

保健相談室で、養護教諭が意図的に友達と関わる時

間を作り、小集団で友達と関わるトレーニングをする

　教室で、学級担任が学習時のグループ活動を増やす。

〇 養護教諭とのリレー

ションづくりのための

トレーニング

〇 自己肯定感を高める

トレーニング

〇 ソーシャルスキル
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〇 リラクセーション。
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トレーニング名 目標

４セッション

認知行動療法（CBT)

ソリューション
フォーカスト
アプローチ（SFA）

心理技法 セッション名

⑪ロールプレイング（ペア）

短期目標との関連

５セッション

４セッション

　個別トレーニン
グ前のウォーミン
グアップ

ストレスを軽減させ
心身をリラックスさせ
る。

リラクセーション
技法

腹式呼吸でリラックス100％

⑬断られたときはどうする？パート２（ペア）

　仲間に入るため、自
分の思いを相手に伝え
るポイントや断られた
ときの対応の仕方につ
いて考えさせる。

ソーシャルスキル
トレーニング
（SST）

認知行動療法（CBT)
⑫断られたときはどうする？パート１（ペア）

⑧⑨すごろくトーク（小集団）

⑩自分の思いを相手に伝えよう（ペア）

④先生、あのね・・・（個別）

　児童と養護教諭のリ
レーションを形成し、
児童の不安や緊張を軽
減させる。

⑤自分の宝さがし＆自分地図（個別）

⑥ほめあげ大会（小集団）

⑦妖怪をたおそう！！（個別）

③二人のハートはピッタリンコ？（個別）

　集団活動により、友
達と関わる楽しさを味
わわせ、他者から称賛
されることで、自分の
よさに気付き、自己を
肯定的に受け止めさせ
る。

ソリューション
フォーカスト
アプローチ（SFA）

構成的グループ
エンカウンター
（SGE）

①自己紹介カードゲーム（個別）

②ストレングスカードゲーム（個別）

養護教諭との

リレーション

づくりのための

トレーニング

自己肯定感を

高める

トレーニング

ソーシャル

スキル

トレーニング

リラクセー

ション



ア 結果

(ア) Ｑ－Ｕの結果

実践前の６月は承認得点10、被侵害得点14で 

あった。実践後の11月は承認得点12、被侵害得

点18となり、承認得点、被侵害得点ともに上が

った（図７）。 

図７ Ｑ－Ｕの結果 

(イ) アセスの結果

５因子において数値が上がった。特に、友人

サポート、向社会的スキル、非侵害的関係が上

がった。向社会的スキルは要支援領域を脱した

（図８）。 

図８ アセスの結果 

(ウ) 自己肯定感尺度による評価

自己肯定感尺度を用いて、学級担任と２名の

養護教諭が評価した結果、全ての項目において

改善が見られた。対自己領域では、自己受容の

平均値が上がった。対他者領域では、自己閉鎖

性・人間不信の平均値が下がった（図９）。 

図９ 自己肯定感尺度による評価 

(エ) 保健室来室状況

トレーニング実践中の保健室来室状況につい

て養護教諭が記録を行った。９月は、体調不良

時に保健室で過ごすことがあり、それ以外にも、

時々顔を見せることが数回あった。10月は、ほ

とんど来室することはなく、保健室来室回数は

減少した。 

(オ) 健康相談記録シートによる目標達成

状況及び評価の記述 

 第３回ケース会議で短期目標の達成状況につ

いて検証し、評価をした。おおむね目標を達成

することができた（図10）。 

図10 目標達成状況及び評価（一部抜粋） 

イ 考察

視点ア 支援目標（短期目標）の達成状況か

ら各トレーニングによる個別支援プロ

グラムの効果があったか。 

(ア) 短期目標１ 自分のよさを自覚

アセスの生活満足感が上がった。自己肯定感

尺度の対自己領域の３項目が上がった。 

養護教諭とのリレーションづくりのためのト

レーニングの①＊や③では、自分の好みや特技

を明確にさせた。②では、養護教諭と一緒に自

分のよさに合ったカードを見付けることができ

たことで、自分のよさを自覚した。これらのこ

とから、生活満足感が上がったと考える。さら

に、自己肯定感を高めるトレーニングで、より

ストレングスやリソースを自覚させ、自己受容

を促した上で、未来像を描かせた。⑤では、養

護教諭が、自分の夢と自分のよさが合っている

かを尋ねると、Ａ児は大きくうなずいた。これ

らのトレーニングをすることで、自己実現的態

度や充実感にもつながったと考える。 

(イ) 短期目標２ 自分の思いを相手に伝

えるスキルの向上 

アセスの向社会的スキルが上がり、要支援領

域を脱した。自己肯定感尺度の対他者領域の自 

己表明・対人的積極性が上がった。
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侵
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要支援群

学級生活不満足群 非承認群

学級生活満足群侵害行為認知群

実践前６月

実践後11月

目　標
達成状況

（児童の変容）
評価 手立て

達成状況
（児童の変容）

評価

　自分のよさに気付
かせる。

トレーニングを通して、自
分のよさに気付き、将来の夢
に役立ちそうなものを見付け
ることができた。 ◎

　保健相談室で、養
護教諭が個別と小集
団とで自分のよいと
ころに気付くトレー
ニングをする。

ストレングスカードを使っ
て、養護教諭と一緒に自分の
よさを見付けていった。小集
団活動で、友達からもよいと
ころを伝えてもらうことがで
きた。

◎

長　期　目　標

自己肯定感とコミュニケーションスキルを向上させる。

短　期　目　標

目標１ 手立て

n=3 

n=3 

＊丸囲み数字は図３のセッション番号を示す。以下同じ。 



⑩では、相手との距離の取り方や表情、タイ

ミングなども自分の思いを伝えるためには大切

なことに気付かせた。⑪では、ロールプレイン

グの中で、相手への心遣いを表す「クッション

言葉」を知り、Ａ児は、友達に声を掛ける時に

使うことができた。自分の思いを上手に伝える

ために必要な非言語的側面と言語的側面を学習

し、ロールプレイングで練習することで、友達

と上手に関わるスキルが高まった。そのため、

休み時間に積極的に友達と遊び、仲良く関われ

る友達が少し増えた。また、Ａ児の保健室への

来室回数が減り、教室で友達と過ごす時間が増

えた。これらのトレーニングをすることで、向

社会的スキルと自己表明・対人的積極性が上が

ったと考える。 

一方で、Ｑ－Ｕの被侵害得点が上がった。 

⑦では、問題を本人から切り離し、擬人化し

て扱うこと（外在化）で、自己肯定感を下げる

ことなく、問題の対処法を考えさせた。Ａ児は

とげとげしい形をした「イカリまん」を描き、

友達と話している時に現れると説明した。しか

し、日常生活において具体的に生かせる対処法

を獲得するまでには至っていない。⑧⑨では、

ゲームに夢中になり、自分の思いが優先してし

まい、思いどおりにならないと強い口調が見ら

れた。これらのことから、感情をコントロール

しながら、友達と上手に関わるスキルも身に付

けさせる必要があると考える。 

(ウ) 短期目標３ 友達とのコミュニケー

ションを増やす工夫

Ｑ－Ｕの承認得点が上がった。アセスの友人

サポートと非侵害的関係が上がった。自己肯定

感尺度の対他者領域の自己閉鎖性・人間不信、

被評価意識・対人緊張が下がった。 

⑥では、学級の友達と小集団で互いに褒め合

うことで、褒める側、褒められる側の立場を考

えさせた。Ａ児は、友達から認められていると

感じることで、自分のよさに気付くだけでなく、

自主的に、友達のよいところを書いたノートを

作成した。これらのことから、自己受容から他

者受容につながり、承認得点が上がり、自己閉

鎖性・人間不信が下がったと考える。⑧⑨では、

Ａ児はゲームの雰囲気を盛り上げ、友達と関わ

る楽しさを味わうことができた。これらのトレ

ーニングをすることで、友人サポートと非侵害

的関係が上がり、被評価意識・対人緊張が下が

ったと考える。 

視点イ 個別支援プログラムの実践の結果、

個別支援プログラムの構成の効果があ

ったか。 

このようなＡ児の変容が見られた主な要因と

して、多面的な実態把握を基に、養護教諭との

リレーションを作り、自己肯定感を高めること

で、自己受容から他者受容を促し、ソーシャル

スキルを高めるトレーニングへとつながるプロ

グラムを構成したことが有効であったと考える。 

３ 研究のまとめと今後の課題 

本研究では、健康相談の基本的な流れに沿っ

て、心理検査等の客観的指標や関係教職員の観

察による情報収集と情報交換により、Ａ児の実

態を多面的に把握し、支援目標を設定した。そ

れを基に、心理技法を組み合わせた個別支援プ

ログラムを作成し、養護教諭が中心となって実

践した。その結果、Ａ児の保健室への来室回数

が減ったことなど、Ａ児の変容が見られたこと

から、個別支援プログラムの有効性が示された。 

ただ、アセスの学習的適応が下がり、教師サ

ポートが上がっていることから、Ａ児の支援は、

養護教諭（保健室）の支援から学級担任（教室）

の支援へとつないでいく段階になったと考える。

今後も定期的に支援目標や方法を見直し、学級

担任との連携の強化や学習支援等、Ａ児の実態

に即した支援を継続していく必要がある。 

なお、今回考案した個別支援プログラムは、

個々の実態に応じたアレンジを加えることによ

り、Ａ児以外にも効果が期待でき、健康相談を

行う上での一助となると考える。 
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