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抵抗力（免疫力）の「理解」を中心に据えた保健指導の検討
―小学校・中学校の保健指導実践にもとづいて―

　福島県は2011年３月に起きた福島第一原子力発電所事故後，放射線被ばくによる健康影響が懸念
されるようになった。学校現場においては，低線量放射線への過度な不安，運動を制限したことに
よる体力低下，肥満の増加，生活習慣の乱れ等の健康課題が出現しており，これらに向けた保健指
導が求められている。そのような中，抵抗力（免疫力）を中心に据えた保健指導の実践が，児童の
健康的な生活習慣の実践ならびに低線量放射線被ばくへの不安の軽減及び解消に有効であるかを検
討した。
〔キーワード〕保健指導　　抵抗力（免疫力）　　低線量放射線

湯田　厚子*ａ，花見　恵子*ｂ

佐藤　　理*ｃ

Ⅰ　はじめに
　東日本大震災から４年半が経過した。震災直後から
現在まで，養護教諭として子どもたちの健康状態を丁
寧に見てきた。放射線対策として，何か月もの間外で
の運動が制限されたことにより，徐々に子どもたちの
身体には様々な健康問題が現れ，健康状態が危惧され
るようになった。また，放射線に対しても不安を抱え
ている子どもたちがいた。子どもたちの健康を護り育
てる養護教諭として，何かをしていかなくてはという
強い思いに駆られるようになった。そのような思いが
続く中で，福島県で子どもたちが心も身体も健康に
育っていくには，人間に生来備わっており、健康の基
盤となる抵抗力（免疫力）について保健指導を通して
理解させていくことが重要ではないかと考えるように
なった。このことが，本研究の動機である。問題意識
を共有する中学校養護教諭花見と大学教員佐藤との共
同研究として進めてきた。
　また， 研究を進めるにあたりルイ・パストゥール研
究所宇野賀津子先生には， ご助言をいただくとともに
保健指導内容の構成について大きな示唆を受けた。
　本稿では，小学校での保健指導実践研究を湯田が，
中学校での保健指導実践研究を花見が，佐藤は研究仮
説について健康の自覚的自己管理からの検討と，本研
究の「まとめ」を述べる。なお，小学校での保健指導
実践研究の一部は， 第63回東北学校保健学会で発表し
た。

Ⅱ　結果及び考察
１　小学校の実践
　子どもたちとの会話の中に，低線量放射線被ばくに
対して将来の健康不安を抱えている子どもたちがいる

ことが分かった。そのような子どもたちに対して，不
安を取り除くためには，放射線と身体の免疫力との相
互関係をふまえて理解させていく必要性があると感じ
た。
⑴　研究目的及び仮説　
　抵抗力（免疫力）注1を中心に据えた注2保健指導の
実践が，児童の「理解」注3を促進し健康的な生活習慣
の実践並びに低線量放射線被ばくへの不安軽減及び解
消に有効であるかを検討する。
　研究仮説を図Ⅰ-１に示し以下に述べる。

仮説その１
　免疫力を中心に据えた保健指導により，その働きを
理解し，自分の健康状態や生活を振り返り，その力を
高めるために何が必要であるかを気づくことができ
る。　
　その結果，自分の免疫力を高めるために必要な食事・
運動・睡眠の三要素を取り入れた健康的な生活習慣の

Ⅰ-１　研究仮説 
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実践につながるのではないか。

仮説その２
　免疫力の働きの「理解」は，低線量放射線被ばくへ
の不安の軽減及び解消につながるのではないか。
⑵　研究方法
①　研究対象　６年生４クラス合計105名
　　　　　　　（男59名・女46名）
②　事前調査
　免疫力の保健指導を実践するにあたり，指導課題の
設定が妥当であるかを確認するために，事前調査項目
を検討し，実施した。
１）期間　平成26年11月17日～11月21日の間に各クラ
　　　　　スで実施
２）項目
　ア　免疫力機能の認知
　イ　健康的な生活習慣の三要素（食事・運動・睡眠） 
　　の認知
　ウ　低線量放射線被ばくについての認知
　エ　低線量放射線被ばくについての不安の有無
　オ　低線量放射線被ばくによる健康影響に関する知
　　識
　カ　小児用HLC調査
③　保健指導の実践
１）指導日　平成26年12月１日・３日・11日・17日に
　　　　　　各クラスで実施した。
２）指導内容の構成
　　指導内容及び展開の順序を以下のａ～ｅとした。
ａ　免疫力

　人間が生きていくのに大切な力をいくつか例に出
し（体力，学力等）その中で，人間が健康に生きて
いために重要な力として，人間に生まれ持って身に
ついている力として免疫力があるということを意識
させたいと考えた。

ｂ　病気の原因
　病気の原因が病原体だけでなく，有害物質をあげ
ながら，その中に放射線を入れ、放射線の身体への
影響を指導していくことが適切だと考えた。また，
ストレスも病気の原因となることを加えた。

ｃ　病原体侵入時の攻撃
　免疫力細胞の病原体侵入時の攻撃については，６
年 保健で学んでいる内容であったが，免疫力の重
要な機能であるので復習もかねて取り上げた。免疫
力細胞の中で特にNK細胞を取り上げたのは，数種
類の免疫力細胞を説明することで混乱するのではな
いかと考えたためである。指導に際しては， 動画も
併用しながら説明した。

ｄ　細胞の修復
　６年保健においては，免疫力細胞の働きとして，
細胞の修復について詳しく指導されていない。さら

に放射線による身体の細胞への影響を説明するため
には，有害物質のひとつである放射線が人体に作用
していく中で活性酸素の存在と，活性酸素ができた
時の免疫力細胞の修復機能について指導していく必
要性があると考えた。

ｅ　免疫力を高めるための条件
　免疫力はだれにでも身に備わっているが，その力
は同じでないことや，高めるためには条件があるこ
とを理解させる必要があると考えた。３年保健にお
いて健康的な生活習慣を送るための三要素について
学んだことの振り返りをさせながら，免疫力を高め
ていくための基盤であることを理解させる必要性が
あると考えた。その中で，食事で特に野菜を食べる
ことの大切さを理解させるために，抗酸化作用実験
を取り入れた。野菜の持っている抗酸化作用は，体
内にできた活性酸素を少なくするという効果がある
ことに着目させた。
　また，免疫力を高めるためには笑って生活するこ
とが効果的であることを科学的に証明されているこ
とを踏まえて， 動画を使って説明した。

３）指導の定着と理解の促進をはかるための教材教具  
　工夫を以下のａ～ｅとした。
ａ　ワークシート

　保健指導のワークシートは，指導後に感想やまと
めを書く形式が多いが，今回の保健指導では，教師
の説明を展開にそって自分でまとめて記入していく
形式にした。説明を聞くだけの保健指導では，知識
の理解が定着できないのではと考えたからである。
また，自分の生活のふり返りや今後にむけて考えさ
せる展開の箇所は，自由に記述できるようにした。

ｂ　動画の活用
　　今回の保健指導で，免疫力細胞の機能を理解させ

るには，説明だけでは難しい内容であると考えた。
科学的に裏付けられた動画を活用し， 視覚からも知
識の理解を深められるように考えた。 動画につい
ては，宇野先生から紹介していただいたものを活用
した。

ｃ　掲示資料の工夫
　　板書計画のもとに，黒板に掲示する資料を後ろの   

座席からも分かるように大きくした。免疫力細胞や                  
活性酸素が発生する体の中の様子が分かるような掲              

   示物にした。
ｄ　実験の実施
  　活性酸素に対抗する抗酸化作用のある食物を説明

する際に，視覚的に分かりやすく理解させるために，
抗酸化作用実験を取り入れた。抗酸化作用実験につ
いては，宇野先生が行っている実験を参考にさせて
いただいた。食物は，特に抗酸化作用の反応が出る
野菜やお茶を選んだ。後ろの座席の児童にも見える
ように実験器具を大きくした。
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ｅ　逐語録の作成
 　 指導した内容が，子どもたちにどのように理解           

解されていったか，また，指導後にどのような課題
が見られたかを分析検討するために，１クラスの実
践をビデオに録画をして，指導の一語一句を逐語録
としてまとめた。

④　事後調査
　保健指導実施から３か月を経過した時点で実施した
指導内容の定着と実践の確認をするために事後調査を
実施した。
１）期間　平成27年３月２日～３月６日の間に各クラ
　　　　　スで実施
２）項目

　基本的に事前調査と同じ項目（ア，イ，エ，カ）
とし，キ「日常生活での身体によい生活習慣の実践
の有無とその内容」と， ク「保健指導後に新たに始
めた身体によい生活習慣の実践の有無とその内容」

（いずれも自由記述）を加えた。
⑶　結果
①　抵抗力（免疫力）および生活習慣の三要素に関す 
　る項目

ア　免疫力機能の認知（「抵抗力」または「免疫力」
と答えた児童）は，事前調査では38人（36％*），
事後調査では74人（70）であった（図Ⅰ-２に示す）。

　　*以下人数の後の（　）内数値は割合を示す。

イ　健康的な生活習慣の三要素の認知は，事前調査
で　52人（50），事後調査では，70人（66）であっ
た（図Ⅰ-３に示す）。

②　放射線被ばくに関する項目　　　      
ウ　事前調査の低線量放射線被ばくについて「知っ

ている」は99人（94）であった。
エ　低線量放射線被ばくについての不安・心配つい

ては，事前調査では55人（52），事後調査では16
人（15）であった。（図Ⅰ-４に示す。）

オ　事前調査の低線量放射線被ばくによる体への健
康影響については「影響があると思う」61人（58）
であった。

③　指導後の健康的な生活習慣の実践
キ 「日常生活での身体によい生活習慣の実践の有

無とその内容」については，「日ごろから実践し
ている」が70人（67），うち三要素に関係するも
のを記述した児童は50人（71）であった。

ク 「保健指導後に，新たに始めた身体に良い健康
的な生活習慣の有無とその内容」については，「新
たに始めた」55人（52），うち三要素に関係する
ものを記述した児童は36人（65）であった。

④　免疫力の認知と放射線被ばくへの不安
　指導前，免疫力について認知していなかった児童
67人のうち，低線量放射線被ばくに不安を抱えてい
たのは34人（51）であった。その中で，指導後に免
疫力を理解した児童は18人（53）であった。その中
で，低線量放射線に対して不安がなくなった児童14
人（78）であった。  

⑷　考察
①　児童の実態把握と指導課題設定
  これまでの保健指導では，指導課題設定の根拠を明
確にしてから実施するということが少なかった。今回
の保健指導では，児童の実態把握のための事前調査を
実施した。
　事前調査結果から，免疫力を高めるための基礎とな
る健康的生活習慣の三要素については，３年保健で学
習している内容であったが，正確に認知している児童
は半数だった。また，免疫力については抵抗力として
６年保健で学習しているが，認知している児童は，38
人と少なかった。反対に放射線への不安や，将来への
健康影響を抱えている児童は半数以上と多かった。
　このような実態から，放射線による健康影響につい
ては，放射線と身体の免疫力との相互関係をふまえて
理解させていくことの必要性が明確になり，免疫力を
保健指導の中心に据えるという指導課題の設定は妥当
なものであると確認することができた。保健指導後に
成果としての変容が見られる姿を求めていくために
は，児童の実態把握からの指導課題設定が重要である

図Ⅰ-２　免疫機能認知者数
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図Ⅰ‒３　健康的な生活習慣三要素認知者数
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図Ⅰ‒４　低線量放射線被ばくへの不安・心配者数
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と考える。
②　指導展開と内容　  
　指導後３か月経過後実施した事後調査結果から，「免
疫力及び生活習慣の三要素に関する項目」と「指導後
の健康的な生活習慣実践」に変化が見られたことは，
指導展開とその内容にある程度の有効性があったから
と考えられる。
　病原体侵入時や有害物質が身体に作用した時の免疫
細胞の働きについて，動画を取り入れながら視覚的に
も捉えられるように指導を展開した。以下に指導内容
の一部を示す。

＜逐語録からの抜粋＞
T　みなさんの体は60兆個の細胞でできているの

ですよ。その中の１兆個の細胞が毎日生まれ変
わっています。驚くことに，その中の５千個は，
傷ついていたり，ミス細胞です。その傷ついた
ミス細胞がそのままだと癌細胞になったりする
可能性もあります。

　　でも人間には，毎日作られる傷ついたミス細
胞を修復するための力が備わっています。だか
らそんなに簡単には病気にならないのです。　
　その力を免疫力といいます。この時のNK細
胞というのがさっきも出ましたが，中心となっ
て修復する働きをします。・・・・・・

　
　免疫細胞の精巧なシステムについて， 動画も取り入
れながら指導したことにより， 理解が深まったと考え
られる。これは， 事後調査結果からだけでなく，指導
直後のワークシートの記述からも確認できた。以下に
ワークシート記述からの集計結果を示す。

有害物質が体に作用した時の免疫力の働きについ
ての理解度
「NK細胞」という単語のみ記入・・・９人（９）
「傷ついた細胞をNK細胞などが
　修復する」と説明文で記入・・・・78人（74）
未記入・・・・・・・・・・・・・・18人（17）      

　今回の保健指導では，NK細胞以外にも数種類ある
免疫力細胞の説明は詳しく行わなかった。このことは，
免疫力細胞の働きの中で，傷ついた細胞の修復をして
いるということに焦点を当てたかったことや，NK細
胞以外の仕組みを説明することで児童の思考が混乱し
てしまうのではないかと考えたからである。
　児童はNK細胞の働きを通して免疫力の仕組みを理
解したことで，自分の健康状態や生活習慣について振
り返えりながら，その力を高めていくためには何が必
要であるのかに気づくことができたと考える。これら
の児童の気づきの中には，重要なことが含まれていた

と考える。免疫力の力はだれでも同じではなく，「低
ければその力が発揮できない」ということと，「だか
らこそ自分で高めていかなければならない」というこ
とである。その気づきができたからこそ，自分の健康
状態や生活習慣について振り返えることができ，新た
な健康的な生活習慣の実践につながった児童が増えた
と考えられる。
　また，健康的な生活習慣の三要素の食事において野
菜嫌いの児童が多いという実態がある中で，細胞を傷
つける活性酸素に対抗するための手立てを考えるヒン
トとして野菜を使っての実験を取り入れたことで，野
菜の持つ抗酸化作用の力を科学的に理解することがで
きたと考える。野菜には免疫力を高める力があるとい
うことを理解したことにより，自分に必要な新たな実
践の中に野菜を食べることの必要性を感じた児童は多
かった。このことは，ワークシートの記述からも確認
できた。以下にワークシート記載からの集計結果を示
す。

自分の生活を振り返り，免疫力をさらに高めるた
めあなたがすることは何ですか？（複数記述）
食事の中で野菜を多く食べるようにすること
　　　　　　　　　　　　・・・・・・68人（65）
睡眠を多くとること・・・・・・・・63人（60）
笑って生活する事・・・・・・・・・47人（45）
運動する事・・・・・・・・・・・・42人（40）

　健康的な生活習慣の三要素の実践については，日常
生活の中でも指導している内容であったが，今回の保
健指導では，本研究で述べている「理解」が促進でき
たことにより，健康的な生活習慣の実践につながった
と考えられる。　
　保健指導後，「低線量放射線被ばくへの不安や心配
をしている児童が減った」ことから，「有害物質の細
胞への影響と修復機能」という指導内容が適切であっ
たと考えられる。放射線を有害物質の一つとして取
り上げ，それが身体に作用した場合，体の中の水分に
あたり活性酸素を発生させ，それによりDNAが損傷
するという影響の道筋を示した。活性酸素についての
説明は難しい内容であったが，有害物質が体に作用し
た時に体内で活性酸素ができることを理解させる必要
があり，このことは免疫力の働きの中で重要な内容で
あった。
　以下に指導内容の一部を示す。

＜逐語録からの抜粋＞
T　タバコや放射線とかが体の中に入ると，体の

中の水分に当たり，酸素と結びついて，活性酸
素という物質ができるのです。

　　初めてかな？　酸素だからいいイメージだと
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思うかもしれませんが，じつはくせもので，体
の中の細胞を傷つけてしまうということがあり
ます。この絵は細胞のイメージです。体の中の
水分と当たり酸素とむすびつて活性酸素とな
り，細胞を傷つける。これを聞いて，なんか，
やっぱり，そうだったんだ，と思ってしまうか
もしれませんよね。でも，人間には守る力があ
るのです。どういうふうにして守ってくれるか
というと，いいですか。・・・・・

　活性酸素で傷ついた細胞の修復の様子を動画で視覚
的に示し理解を進めた上で，放射線を含む有害物質に
対抗する体の働きについて指導を展開したことでさら
に理解が進んだと考えられる。以下にワークシート記
述からの集計結果を示す。

活性酸素についての理解度
「活性酸素」という単語のみ理解・・・37人（35）
「有害物質が体の中で活性酸素と
　なり，細胞を傷つける」等と記入・・・56人（53）
未記入・・・・・・・・・・・・・・12人（12） 

　放射線被ばくにより「一方的に体が悪影響を受ける」
という認識から「体には対抗する力がある」「自分で
その力を高めることができる」という認識が形成され，
結果として低線量放射線被ばくへの不安が軽減・解消
されたのではないかと推察できる。このことは，ワー
クシートの記述からも確認できた。以下にワークシー
ト記述からの集計結果を示す。

指導後の感想で低線量放射線被ばくについての感
想を記入した児童数59人（56）
「先生の話を聞いて，放射線に対する不安がなく
なった。」等の記述・・・・・・・・・・55人（93）
まだ少し不安である・・・・・・・・・4人（ 7）

　なお，活性酸素については，細胞を傷つけるという
ことだけでなく，免疫力機能もあるが今回の保健指導
では，説明に加えなかった。
　以上から，今回実践した「免疫力を中心に据えた保
健指導」は，児童の健康的な生活習慣実践への意欲を
引き出すという保健指導の第一義的な目的にかなうと
ともに，低線量放射線被ばく下での放射線被ばくへの
不安の軽減や解消にも有効であったと考える。
　様々な健康問題が現れてきている現在，その解決に
は，免疫力を中心に据えた保健指導が鍵となるのでな
いかと考える。
③　研究の限界と課題
　今回の保健指導は，本校６年生４クラスのみの保健
指導であり， １小学校での指導実践研究で得られた知

見という限界を持っている。また，事後調査結果から
みると，免疫力について理解できていない児童や未だ
に低線量放射線被ばくへの不安を抱えている児童がい
る。指導直後のワークシートに低線量放射線被ばくへ
の不安を抱えていると記述した児童は４人だったが，
３か月後の事後調査では16人と増えている。また，指
導の成果を確認するために行った逐語録を分析してみ
ると，さらなる指導内容の検討と展開の工夫が必要で
ある。今後，逐語録をもとに，細かな分析をしながら，
継続して指導をしていく必要性があると考える。

２　中学校の実践
　実践対象とした中学校は県下でも比較的放射線被ば
く量が少なく戸外での運動や活動制限の期間も短かっ
たにもかかわらず， 肥満生徒が多く不定愁訴など生活
習慣に起因する健康課題があった。特に３年生は受験
に向け殆どの生徒が塾通いを始め， 朝から睡眠不足や
体調不良などの訴えが増えた事で健康的生活習慣が課
題だったが， 保健指導が行動変容に繋がらず指導の困
難さを感じていた。その折， 小学校での「免疫力を中
心に据えた保健指導」の実践を知る機会に触れ， 科学
的な根拠に基づく指導や視覚的教材が児童自らの生活
習慣行動変容へ大きな効果を示した結果に触発され，
小学校の実践を踏まえ中学校で実践する事とした。
　尚，研究仮説は小学校と同じとし，調査・指導内容
は小学校の進め方を踏襲した。
（小学校の調査を基本調査， 指導内容を基本内容と示
す。）
⑴　研究方法
①　研究対象：中学３年生２クラス　合計51名
　　　　　　　　　　　　　（男26名・女25名）
②　事前調査
１）実施日　平成27年６月４日
２）項目　
　　基本調査に日本人の死因と原因の知識を加えた
③　保健指導　
１）実施日　平成27年６月15日
２）指導項目及び内容
ア　対象が中学校のため以下の点に留意した。中学生

は健康課題に対する関心が低く保健指導は聞き流す
傾向がある。そのためワークシートの記入を指示す
ることで本時の流れをリードし更に定着を図った。
また理科との関連付けにより関心を持たせた。

イ　放射線に関し， イメージが先行して不安を感じて
いるという事前調査の結果を受け有害物質の例を放
射線に設定し指導を展開した。

ウ　３年理科で「細胞分裂・遺伝子やDNA」を学習
するため， 授業で扱わない活性酸素やDNAの修復
機能について強調し， 更に抗酸化作用の実験を酸化
還元反応と結びつけた。
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④　事後調査
１）実施日　
　　平成27年６月15日と８月27日に実施
２）項目（項目設定理由）

　基本調査と同じ（ア， イ， エ， オ， カ）とし「酸
素と結びつきガンや老化の原因となる物質」と「免
疫力の活性化条件」（記述）と「保健指導後に始め
た健康的生活行動」に関する項目（自由記述）を加
えた。

⑤　事前・事後調査結果， ワークシート記述， 逐語録
　から分析検討した。
　注：逐語禄は実線枠， 生徒記述は点線枠で記載する。
⑵　結　果
①　免疫力および生活習慣の三要素に関する項目
１）免疫力機能の認知は事前調査では14人（27）， 事

後調査では37人（73 ）だった。
２）健康的生活三要素の認知は事前調査では28人（55），

事後調査では44人（86）だった。
②　低線量被ばくに関する項目
１）低線量放射線被ばくについての不安･ 心配につい

ては事前調査10人（20），事後調査４人（８）だった。
それぞれの免疫力認知は事前調査５人（50），事後
調査１人（25）だった。

２）低線量放射線被ばくによる健康影響について「影
響あり」が事前調査28人（55），事後調査11人（22）
だった。それぞれの免疫力認知は事前調査16人（57），
事後調査２人（20）だった。

３）不安の根拠となる情報源
　90％がテレビや「何となく」という情報源だった。
21人（41）がガラスパッチによる線量測定をしたにも
かかわらず測定結果を把握していたのは測定者の14％
だった。
③　指導後の健康的な生活実践
　「健康的な生活習慣の実践の有無と内容」について
はワークシートへの自由記述に健康の三要素について
記入した生徒９人（18）事後調査で24人（47）だった。
④　免疫力の認知と放射線被ばく不安との関連
　事前調査で免疫力認知していなかった生徒37人のう
ち不安を抱えていたのは６人だった。事後調査では６

人全てが免疫力を理解し低線量放射線被ばくへの不安
が無くなった。
⑤　「活性酸素」「免疫力低下条件」の認知
　事後調査で活性酸素と回答した生徒21人（41），免
疫力低下条件はストレス・不規則な生活習慣と２つ回
答した生徒は０人， ストレスのみ回答した生徒は６人
だった。
⑶　考　察
①　課題設定の理由と妥当性
　健康的生活習慣への指導は勿論だが， 当初放射線に
関して対象校は被ばく線量が低い地域だったため， 健
康影響認識や不安は低いのではないかと予測してい
た。しかし， 事前調査結果では半数以上が影響を受け
ていると考えており， 中には将来への悲観的な不安を
抱える生徒もいた。このことから健康的な生活習慣実
践への動機付けや根拠のない不安払拭のため中学校で
も本時の指導課題の設定は妥当なものであると考える。
②　「免疫力及び健康生活三要素の認知」と指導後の
　健康生活変容との関係
　指導の重点内容のため免疫力・三要素についての
カードを何度も示しながら繰り返し指導した。

健康の三要素は運動，睡眠，食事，これが（三要
素カード）これを（NK細胞カード）活性化する
んです。これすごく大事だよ。絶対覚えてよ。生
活習慣はこれが（三要素カード）基本です。

NK細胞やリンパ球の中のＴ細胞やＢ細胞がこれ
（ガン化する細胞図）を全部ちゃんと殺して，ガ
ン細胞がガンにならないように私たちの身体の中
では修復作用をしています。そういう働きが体の
中の免疫機能としてすでにあります。

とても安心した。私たちの体はとても強いんだと
思った。特に大切な三要素を守りながら生活しよ
うと思いました。

　ワークシートと事後調査記述を比較すると健康の三
要素に関する記述が増加している。しかし事後調査結
果から免疫力の認知ができなかった生徒の10人（71），
三要素の認知ができなかった生徒全員が生活習慣変容
をしていなかった。このことから「免疫力と三要素」
を認知することは健康的生活習慣変容の動機付けとな
ると考えられる。免疫力と三要素認知が出来なかった
生徒の多くは低学力の生徒だった。これらの生徒は日
常の保健室の会話も，養護教諭からの聞き取りにうな
ずくのみ．自分の状況説明が出来ない，笑ってごまか
すなど言語理解や言語による活動が困難である事から
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図　免疫力・三要素認知，放射線被ばく不安・影響結果
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学力や理解力との関連性が推測された。そのため本時
の指導がワークシートへの記入や指示の全てが言葉に
よるものだったため免疫力認知は困難だったと考えら
れるが，三要素については実験や動画を使用したため
認知した生徒が増えている。特に三要素で食事につい
て回答した生徒が低学力生徒に多かった事は視覚的教
材の効果を示していると考えられる。
③　免疫力の認知と低線量放射線被ばくへの不安や影
　響との関係
　テレビや漠然とした情報から「身体が腐る」「将来
奇形児を産む」「ガンになる」といった根拠のない不
安が強かったが科学的な根拠に基づく指導の後は免疫
力の認知が低線量放射線被ばくへの不安の解消と健康
的生活実践への行動変容に繋がった。しかし指導を受
けたことで不安を持った生徒が４人いた。これらの生
徒も言語理解や言語による活動が困難であり，放射線
とガンの設定での説明を繰り返したことが不安を強化
した一因と考えられる。

例えば日焼けね。紫外線が体に当たると体の中の
水分が反応して体の中の酸素と結び付いて活性酸
素となり体のDNAを傷つけています。

紫外線なり放射線などでDNAの２か所３か所く
らい切れた。ではこの切れたDNAは切れたまま
最初の出来そこないとしてず～っと溜まっていく
かというと実はそうではない。DNA自体は非常
に再生と修復作用がとても強くてほとんどの場合
修復します。この２個か３個くらいの傷について
はすぐに修復します。もしそれでも修復できない
場合は体が自らこのDNAを殺します。

低線量被ばくをしても生活習慣を心がけることに
よっていくらでもガンになるリスクは減らせる事
が分かった。健康な生活とは三要素の睡眠・食事・
運動にあると思う。私は睡眠・運動は良くしてい
るが野菜の摂取量が少ないと思うからもっと野菜
を食べることを心がけたい。

⑷　研究の成果と課題
　本指導実施に際し事前に担任との学習会を実施し
た。担任からは放射線教育との違いや，放射線教育実
施に対する戸惑いや不安が語られ，以下の内容につい
て共通理解を図り検討を加えた。その内容を基に指導
を実施したことは指導内容の定着に結びついたと考え
る。（以下，語られた内容を示す）

○活性酸素というキーワードを使って指導すると

低線量放射線影響がわかりやすい。更に放射線報
道で聞いたことのあるヨウ素を使った実験は抗酸
化作用の効果だけで無く，今後の放射線教育にも
使え，更に受験に向けた生活指導に活用できる。
○低線量放射線被ばくの影響に関してはたばこと
の比較を例にすると生徒達はイメージしやすい。
○本指導内容は３年の保健体育で学習する「健康
な生活と病気の予防」学習内容との関連があり，
活性酸素を使って説明する事で学習内容も分かり
やすくなり定着すると考える。（体育教師）

　しかし， 保健指導は対象となる児童生徒の発達段階
を考慮する必要があると考える。特に中学生という年
代は健康への関心が低いだけでなく， 評価につながら
ない保健指導を息抜きと捉え聞き流す傾向や思春期特
有の素直に答えないという反抗心もある。また，対象
学年生徒は学力の二極化が顕著であり， 教科指導にお
いても学習内容の定着困難な生徒が少なくない。事前
調査で健康的生活習慣の三要素について「睡眠･食事･
運動」以外の回答で多かったのが「早寝・早起き・朝
ご飯」であり， また「うがい・手洗い・にんにく卵黄」
という回答も複数あった。このことから知識の定着に
は繰り返すことに一定の効果があると考え， 指導時間
のみならず，指導後の担任による学級指導，生徒集会，
個別の生活指導等で三要素や免疫力という言葉を使っ
た指導を繰り返した事は指導内容定着の一因と考えら
れる。
３．Health Locus of Controlからみた小・中学校保健

指導実践の効果
　この項では，身体の中にあって様々な有害要因と“闘
う力”である免疫力についての理解と，健康の自己管
理態度と強い関連を持つHealth Locus of Controlとの
関係を分析し，保健指導実践の効果について検討した。
　Rotter2は社会的学習理論に基づいて，人が自己
の行動とその結果の関係に関して抱く一般的期待な
いし信念をLocus of Control（以下LOCと略す）と呼
び，強化のコントロールが行動する人の内部の力，つ
まり能力や努力によってなされるという信念をもつ
人（Internal-Control）と，その逆に外部の力，つま
り，運やチャンスによってなされるという信念をもつ
人（External-Control）があるとした。これは領域を
特定しない一般的なLOCであるが，健康については
Wallstonら3によってHealth Locus of Control（以下
HLCと略す）が作成された。堀毛により日本版HLC
尺度4が作成されている。
⑴　調査及び処理方法
　田辺がThompson5によるChildren's Health Locus 
of Control Scaleの24項目などを参考に，信頼性，妥
当性を検討して作成した小児用HLC尺度6を使用し
た。回答の形式は，「まったくそう思う」，「だいたい
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そう思う」，「すこしそう思う」，「ぜんぜんそう思わな
い」の４件法とし，内的統制（７項目），外的統制（６
項目），偶然・運命的統制（５項目）の各項目への回
答に統制の高い方から４～１点とし，得点により内的
統制，外的統制，その他（偶然・運命的統制と内・外
的統制の何れにも属さない型の者）の３型に分類した。

⑵　結果及び考察
　前述の処理により得られた結果を表に示した。小学
校ではクラスによってばらつきがみられるものの，全
体では内的統制が事前調査65人（62）から指導後の事
後調査では78人（74）と12％増加した。中学校全体で
は内的統制が事前調査30人（59）から指導後の事後調
査では38人（75）と16％増加した。
　免疫力を中心に据えた保健指導後の内的統制を示す
児童・生徒の顕著な増加を図に示した。小学校につい
て内的統制を示す者の指導前後の変化が有意な傾向で
あるか否かをχ2検定で確認した。χ2=17.6，df=４，
p<0.05で有意な差であることが認められた。なお中
学校については，度数が５以下のセルが６個あり検定
は行わなかった。
　「小学校の実践」の図Ⅰ-２と「中学校の実践」の図
に示したとおり，保健指導後に「免疫機能認知者数」
が顕著に増加したことが確認されている。内的統制の
増加は，指導によって様々な有害要因と“闘う力”で
ある免疫機能が自らの身体の中にあるという理解が高
まったことにより，「健康問題解決の主体は自分自身
である」と考える傾向が強い内的統制に変化したこと
の表れであると考えられる。
　また内的統制の者は，自らの問題を自分の努力で解
決しようという行動をとりやすく，保健行動は自己自

身の努力，工夫によって，効果的なものを行えるよう
になるという信念を持ち，積極的，自主的な保健行動
がみられるとされる7。これに関しても事後調査で，
健康的な生活の基盤となる三要素の認知者が増え，健
康的な生活実践の内容として三要素のいずれかを取り
入れるという傾向が認められている。保健指導によっ
て免疫機能の理解が高まることは内的統制への傾向を
強め，健康的な生活行動に関わる自己管理の態度へも
好影響を与えることが示唆された。

Ⅲ　まとめ
　本研究は，抵抗力（免疫力）を中心に据えた保健指
導により児童・生徒の免疫力の「理解」が進むと，健
康的な生活実践への意欲が高まり，あわせて低線量放
射線被ばくへの不安の低減ないし解消につながるので
はないかという仮説を立てて研究を進めた。
　免疫力の「理解」を進める保健指導では，放射線も
含む有害要因の人体への影響と免疫系の働きや細胞の
修復機能を取り上げた。特に低線量放射線被ばく下
で生活する福島県の児童・生徒を意識し，放射線が身
体に作用する過程で活性酸素を発生させDNAを損傷
すること，損傷したDNAを修復する機能があること
11，身体の中で発生する活性酸素にはカロテノイド，
ポリフェノール，ビタミンＣなどが持つ抗酸化作用を
実験で示すとともに，これらを含む食品特に野菜・果
物類の摂取を意識した食生活が有効であることを示し
た。身体は放射線を含む環境の有害要因によって一方
的に影響を受けてしまうのではなく，これに対抗して
働く抵抗力（免疫力）を内在させていること，この働
きを維持し向上させる条件は食事・運動・睡眠の三つ
を基本とした生活であることを再認識させることに重
きを置いた。
　事前・事後調査の結果にみられたとおり，小・中学
校とも指導後に免疫力，基本的生活習慣の三要素を認
知する割合が増加し，放射線被ばくへの不安を持つも
のが減少した。このことから設定した研究仮説をかな
りの程度立証できたと考える。小学校の事後調査は，
保健指導実施後３か月を経過した時点で実施し，指導
内容がどの程度保持され定着しているかを捉えたもの
である。特に免疫機能の認知者は全体の７割で，事前

表　小・中学校Health Locus of Control結果
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図　指導前後の内的統制の変化
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調査時点の約２倍であった。小学校の研究方法で「指
導内容の構成」として述べた内容で展開した保健指導
が児童のものとなり，保持され定着していることを示
している。
　健康の自己管理態度と強い関連を持つHLCとの関
係分析からも，身体に備わっている免疫機能を阻害す
る要因と増進する要因との関係で「理解」を深めたこ
とによって内的統制への傾向を強め，児童・生徒が自
らの健康をコントロールする（control over）8意識を
高めることも確認された。保健指導により，児童・生
徒が自らの中にある“ちから”いわば「内なる力」9

を自覚し，意識的に自らの生活を律していくことは，
主体的“自己”形成の基盤になるものと考える。抵抗
力（免疫力）を中心に据えた保健指導は，主体的で自
律的な健康生活の実践能力を育てるという保健指導の
第一義的な目的に叶うものであるといえよう。
　原子力発電所事故により放出された放射性物質の中
で，セシウム137の半減期は約30年であり，長期にわ
たり低線量放射線被ばくという環境での生活を余儀な
くされる。児童・生徒に低線量放射線被ばく下での生
活のおくり方を含む教育は不可欠であろう。しかし県
内の465校から回答を得た調査によれば10，「放射線教
育に難しさを感じているか」について４分の３の学校
が「難しさを感じている」としており，その理由とし
ては，指導内容・方法が未確立であることや教員間で
理解に差があることをあげる学校が多かったとされる。
　この保健指導実践研究は低線量被ばく下で生活する
児童生徒に必要な放射線教育の指導内容と方法に有効
な手がかりを提供するものである。本研究で一定の有
効性が確認できた免疫力を中心に据えた保健指導は，
低線量放射線被ばく下での生活を余儀なくされている
福島県の児童生徒の健康課題の特徴から，今後は各学
校でも実践し交流して，より良い指導を作り上げて共
有していく必要があると考える。
　さらに， 本研究を通して得られた小中の実践データ
からみると， 小学校段階からの免疫力を中心に据えた
保健指導の実践が重要であると考えられる。
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＜注＞
１）学習指導要領では抵抗力として取り上げられている。

本研究では抵抗力の中の免疫力を中心に指導実践研究を
進めた。以下抵抗力（免疫力）を免疫力と記述する。

２） 免疫力を中心に据えた保健指導の「中心に据えた」と
は，健康を保持増進していくための基盤となるものは免
疫力であるという考えをもとに，保健指導の基本は免疫
力の指導であると考えたからである。

３）「理解」とは，単に知識として，また記憶としてとど
めことではなく，心身の健康の保持増進を図るための生
活を行おうとする意思決定の前提となる意欲を引き出す
知的過程のことである。
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