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ビタミンとガン

AとCを中心に

ビタミンの不足かいろいろなガンの遠因となること、

逆にピタミンの十分な摂取がそれらの予防につなかっ

ていることが示されて、最近、ビタミンとガンの問題

が専門家だけでなく一般の間でも注目されている 。

ここ二，三年，ビタミンとガンの問題に関心をもつ

専門家か基礎から臨床に至る広い分野で増加した。そ

して、世界のあちらこちらで、これに関する国際会議

が開かれている。例えば、 1982年 2月、米国のアリゾナ

で「ピタミンによるガンの調節に関する第 1回国際会

議」、 1983年 6月、米国のコロラドで「ピタミン、栄

養、およびガンに関する国際シンボジウム」が開かれ

た。私が専門とするビタミ ンCに関す る国際会議も 、

ブラジル、英国、スペイン、イタ リア、コロンビアな

どで次々に開かれているが、ピタミン Cとガンは、い

つも主題の一つである 。

米国では、ピタミンとガンについて専門に研究する

施設もでき始めていて、コ ロラド大学の「ピタミン ・

ガン研究センター」がよく知られている 。

ビタミンとガンに関する国際学会も組織されようと

していて、明年、 「国際ピタミ ン ・栄養腫瘍学会」が

発足し、その第 1回大会がアリゾナで開催される予定

である。

一方、米国では、権威ある機関 ・協会が食物、栄養

とガンに関する調査研究にもと づいて、ガンを予防す

るための望ましい食事を勧告して いるが、もち ろん、

その中にピタミンのことが述べられている 。例えば、

米国立研究審議会と科学アカデミーの 「食物、栄養、

およびガンに関する委員会」は、ビタミン A (その前

駆物質のカ ロチ ン） とCを豊富に含む食物を毎日食べ

佐賀大学農学部教授

農学博士 木寸 田 晃

るように、と勧告したし (1982年 6月）、米ガン協会

は、その「栄養とガン 原因と予防」 と題する報告

書の中でビタミン AとCの豊富な食物を摂るように、

と勧告した (1984年 2月） 。

わが国では、国立ガンセンター研究所の「ガン子防

の12ヵ条」に 、ピタミン A、C、Eを適量摂るという

こと か加えられているし、また、ガンの予防を含めて

健康のために、ピタミン Aや Cの多い緑黄色の野菜を

食べることが諸権威によ って勧められている 。

次に 、こ れら勧告の根拠とな っている研究の現状に

ついて簡単に述べる 。

ビタミン Aとガン

ピタミン Aが欠乏するとガンが発生しやすくなるこ

とか知られている 。これに対して、ビタミン Aないし

ビタミン Aの合成誘導体 （レチノイドという ）を添加

したり投与したりすると、発ガンが抑制されるし、ガ

ンが小さ 〈なることもある 。これらのことは、培蓑ピ

ンや動物の実験で示されたことである 。さらに、ガン

患者に大盤のビタミ ンAを投与して有効であ った例も

報告されている 。

また、疫学研究によ って 、食物からビタミン Aない

しその前駆物質のカロチンをたくさん摂って いる人に

肺、消化器系、膀脱、前立腺などのガンか少ないこと

が示されている 。肺ガン患者は、血中のビタミン Aレ

ベルが低下 しているという報告もある 。

ガンの予防のために、あるいはガンの治療を助ける

ために、適贔のピタミン Aを摂ることは重要であるが、
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医師の指ぷなしに、あまりにも人競のピタミン Aを補

給することは注意しなければならない。わが国の栄養

所要址は 1日2000単位であるが、米国のそれは5000単

位である 。この辺がピタミン A補給敲の目安になるで

あろう 。

ピタミン Dとガン

一般の方は、ピタミン Dがガンと関係している こと

をご存知ないが、専門家の間では、ピタミン A、C、

Eに次いでDは注目されているのである。活性邸ピタ

ミン Dは、異常増殖しているガン細胞に働いて、それ

を正常の分化の方向に促進する （分化誘＃という ）こ

とがわかり始めている。分化誘達によ ってガン細胞は

ガン細胞でな〈なるのである 。活性咄ピタミン Dの有

効性は、動物実験でも認められている 。ガン．患者を対

象とした研究はこれからであるが、成果が期待される 。

ピタミン Dが不足しないように気をつけることは、

ガン子防のためにも貨要であるといえよう 。

ピタミンCとガン

ピタミン Cを添加したり投与したりすると発ガンが

抑制されることか、培妾ピンや動物の実験でポされて

いる 。ピタミン Aと同じように、ピタミン Cは抗腫瘍

作用をも っているのである 。また、ガン，患者に大屈の

ピタミン Cを投与して有効であ ったという報告もある

が、これについては、まだはっきりしていなし、。 しか

し、ガン．患者の体内ピタミン Cが杵し〈低下している

ことは確かなので、ガンの治療に際して、適祉のピタ

ミン Cを補給することは重要なことである 。

また、疫学研究によ って、野菜や呆物からピタミン

Cをたくさん摂っている人に 、胃や大腸などの消化粒

系のガンが少ないことが示されている 。＋窮ガンを予

防するであろう、というデータもある 。

ガン予防のために、ピタミン Cを十分に摂ることは

爪要なことである 。野菜や呆物を十分に食べることが

）店本であ って、 C剤を補給するとしても、紺食後に

100mg位でよいであろう。ピタミン Cは水溶性であって

摂り過ぎの杏はないが、普通の他康人が g単位で補給

する必要はない （ガンの息者やその他の病気の患者、

半健康人がピタミン Cの薬理作用を期待するときは別

である ）。

ニトロ‘ノアミンとピタミン C

ピタミン Cとガンの問題で蚊も 注目されているのは 、

強））な発ガン物買であるニトロソアミンの,,,.成をピタ

ミン Cか抑えるということである 。これについて少し

くわし〈説明しよう 。

ニトロソアミンは、消化器系などのガンの原囚物質

として疑われているが、その大部分は 、ア ミンと亜硝

酸の食べ合せによ って 人体内で生成される 。アミンを

含んだ食品は多いし、 一方、亜硝酸ないしその前駆物

質の硝酸を含んだ食品も多い。ハム、ソーセージには 、

食品添加物として，IE硝酸ナトリウムが加えられている 。

た〈さん食べるように勧められている野菜には 、実は

硝酸が多いのである 。

したがって 、食べ介せをさけることによ って、ニト

ロソアミンの体内牛成を防ぐことは不可能に近いこと

である 。ニトロソアミンができやすいところは胃であ

るが、腸や膀脱などでもできる 。

ところが、ピタミン Cも一紐に食ぺ介せると、ニト

ロソアミンの生成を抑えることができる 。試験管の実

験、動物夫験はいうに及ばず、人体内における生成抑

制もかなり実証されているのである 。ニトロソアミン

の胄内生成を抑えるのに必要とされるピタミ ンCの屈

は、紺食後100mg位と比較的少屈である （腸内におけ

る牛成抑制まで考えるともう少し多い屈になろう 。）

いずれにしても、ピタミン Cが人体内でニトロソア

ミンの生成を効果的に防ぐ、ということは、今や新し

い医学常識にな っている 。権威がガンの予防にピタミ

ンCを勧める最大の根拠は 、ニトロソアミ ンの生成を

抑えるということなのである 。

おわりに

ピタミンとガンについては、ピタミン Eも関係があ

るが、 Aや Cはどは っきりしていないということで、

米国の権威の勧告には含まれていない。 しかし、ピタ

ミン Eが不足しないように食物からの摂取に気をつけ

ることは大切なことであろう 。

ピタミンを食物から I・分に摂り、場合によ っては A

や Cを適屈補給することは、ガンの予防に直献できる

と考えられるが、私は、あまりにも大屈のピタミンの

補給は勧めたくない。何ごとにも適屈というものがあ

る。知 期間どか っと摂って、あと止めるのでは何の、登

味もない。 1粒とか 1錠位をず っと摂り続けることが
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大切なのである 。

いうまでもなく、毎日三度の正しい食事か基本

であることを忘れてはならない。そして、タバコ

を止め、アルコールを適磁にとどめることにも注

慈したい。

著者の近刊書

「ピタミン C と健康—

新しい知識と正しい摂り方」

（共立出版 昭和58年刊 980円）

ピタミン Cのわかりやすい解説古

（編集部）

① 食物から硝酸を摂取する

④ 硝酸が唾液に含まれるようになる

⑤ 口の中で口腔微生物の作用により

硝酸が亜硝酸に変わる

② 硝酸が胃．腸管へ移行する
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⑥ 亜硝酸が胃へ移行する

⑦ 亜硝酸と食物からのア

ミンが反応して，ニト

ロソアミ ンができる

③ 硝酸か腸管か ら」fll中

へ吸収される 。血液

循環によ って全身を

めぐる

図 ロの中における亜硝酸の生成と胃におけるニトロ ソアミンの生成
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すこやかな

’’からだ、、と’’こころ、、を培う

島根県平田市灘分町

光幼稚園園長 酉i 谷； 智］ 双；

＼
 

2. 園の教育目標

園の全景

1 . 園の環境

やよ,, おらち

八頭の大蛇は山陰の出雲、斐伊川にまつわる伝説で

す。その昔、斐伊川はその流れを幾度か変え、その時ど

きに砂を押し流して、海に沖積地帯を造 ってきました。

宍道湖にそそぐ 川の流れが造 った沖栢デルタ地帯の、

斐伊川沿いにある幼稚園が私の園です。今では治水が

進み、宍道湖を含むー級河川とな った斐伊川の中には、

堤あり、草原あり、水があ って、砂もあります。春 ・

夏・秋 ・冬いつでも、恵まれた自然が目の前にい っぱ

いに広がって います。

創立30年を迎えた私の園は、川と田圃に囲まれた農

村の小さな集落にありましたが、最近は住宅と田圃の

交わる住宅地帯に変わり つつあります。

園児 170名、 5クラス編成、 5歳、 4歳、 3歳の 3

年保育をはじめて20年になります。小さな規模の園で

すが、園舎は昨57年12月に新築 しました。

仏教精神 （浄土真宗）による情操教育を基盤として、

豊かな心を育てる教育をめざしています。

(1) 心身共に明る＜健やかな子ども

(2) 有難うと感謝の思いを忘れない子ども

(3) 手を合わせ、やさしく 思いやり のある子ども

(4) リズミカルで活動的な子ども

(5) 伸ぴ伸ぴと表現の豊かな子ども

3. 健康へのねがい

その人を支えるものは、心身両面の調和的発達に他

ならないという基本的な取り組みそのものが、強いて

云えば私の園の健康教育ということになるのでしょう

か。特に健康教育という平面的なおさえ方ではなく、

健康は、子どもの生活の中から生まれ、育〈まれて〈

るもので、それに対してどのような条件を調え、配意

をしていくかという工夫や努力が、幼児に対する健康

教育であると思います。また、それと同時に 、可能性

をい っぱいも っている幼児と、それに対する教師がい

ろいろな媒体をとおしてかかわり合っていくところに

幼児教育の世界があると思います。

この地域は農業地帯であるために、比較的平穏で一

面では梢極性に欠ける面もありますが、極めて協調性

に富んでいます。以前から地域 ぐるみの活動が盛んに

実践されてきましたが、特に近年、園長である私自身

が杜会福祉の立場で提唱し、福祉と教育の一貫性のも

とに取り組んでいる地域活動に、すこやかな"こころ、、

と"からだ、、を培う運動があります。この運動のねら

いが私の固の健康教育へのねがいと合致しているとこ
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ろから、そうした地域活動を背娯とし て取り組んでき

ました のが、私の固の健康教育です。

この地域活動は、家庭 ぐるみ ・社会 ぐるみで心身の

健康を名えようというところにね らいをも ってすすめ

られていますので、夏季を中心に行なわれる全地域を

あげて の早朝走ろう集会には 、-(・ どもは勿論、幼・小

・中の生徒の家族をあげて参加し ています。幼稚園も

家族づれ参加を奨励して地区行事への参加も柏極的で

す。

4. 園の取り組み

新園舎は 、まず南の太陽を一杯に浴ぴる保育宅を第

ーに考え、玄関と廊下は北側にとり、保育室と給食室

（厨房）を南側に配罹しました 。朝は一斉保育に入るま

で、教師と子どもは一体にな って太賜をい っぱいに浴

ぴて戸外あそぴを楽しみます。体操 ・フォークダンス ・

園庭あそび纏とぴ

ィ、足の裏からの健康

園の周辺は、 川の下流地帯の関係で土骰は砂質で、

古〈から 「はだしの学校」 としてはだし通学が有名で

したが、今では道路は舗装され、靴ばきにな って土を

踏む機会がなくなりましたし、屋内でも上履き使用と

いうことから、足の裏の感党や平衡性を失なうような

傾向が強〈な ってきましたので、私の園は上屈きは一

切使用していません。保健と衛生の両面から、戸外での

はだしは勿論ですか、園舎内は年間を通じて上履きな

しです。特に云われるはだし保育とかはだか保育とい

う形のものはとりあげていませんけれど、戸外あそび

は出来る限り土と足の接触の機会をもたすよう配慮し

ています。園舎は床暖房ですので、特に冬の素足は有

効的になりました。

ロ、竹棒の素振り

秋か ら冬にかけて、年長組は剣道でい う竹刀の素振

りを行ないます。ここ 6年ぐらい継続していますか、思

い切り声をはりあげ、腕と腰の運動とすわりをかねて

竹の枠を毎日振ります。剣道の基本動作をとり入れて、

身体の鍛錬と節度にねらいをも って実施します。冬は

粉雪の舞う北風に吹かれながら、園舎と近所の住宅の

1:;tに-(・ どもたち の黄色い掛け声がこだまします。 2月

の立春の ころに納め式を行ないます。寒風に頬や手を

真紅にしなが ら、温いおぜんざいに舌鼓をうちます。肩

．腕 ・胸 ・腰 ．腹の筋肉を鍛え、思う存分掛け声 をか

けて竹棒を素振る子どもたちは汗を浮かぺています。

心身両面の鍛錬をかねて 、相互の儀礼や、足の運びなど

に、静 と動の二つの面を 4か月の間に身に つけます。

ハ、走る転がる自然との遊び

斐伊川堤防のぼる

すぐ近くにある斐伊川の河原と堤防の自然の中で、

春 ・ 夏 • 秋の間いろいろな自然とのであいを楽しみま

す 。 季節の草花 • 水 • 砂を相手に遊ぴ、堤防の斜面で

は、走る ・登る ・転かる ・かけ降りる 。水遊びや草花

摘み、虫を追ったり、 小動物の飼草を刈 ったり、大き

な空気を吸って無心な遊ぴに興じます。堤防の斜面の
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転がる

登り降りで足を鍛え、砂原を駈けて腰と足の筋肉を鍛

錬します。興味と関心をいっぱいに足腰を鍛えること

のできる絶好の自然です。夏は太陽を一杯に浴びて水

の上 を駈けぬけたり、水浴と日 光浴で陽焼けして園舎

で給食を味わい、お弁当の日（月 2回）には園外保育

を楽しみます。自然を満喫することのできる恵まれた

環境を充分生かします。

二、給食をとおして

昭和40年からパン主食の完全給食を実施しています

が、実施日は毎週 4 日（火 • 水 ・木 ・金）で、 月2回

（第 2. 第4金曜日）をお弁当の日と定め、お母さん

の心づ くしとわが家の味をかみしめます。

給食実施のねらいとしては、次の 6つをあげていま

す。

・食事は生活の中のうるおいのひと 時ということを体

験させる。

・食事を恵まれることへの感謝と、食事のマナーの習

得。

・偏食矯正と栄養のバランス調整

・配食当番を通じてサーピスの心得と喜ぴを経験させ

る。

・家庭の食事に欠けやすい野菜食の補給。

• お弁当の日を設けて、お弁当の楽しみと 、お母さん

の味をかみしめさせる 。

私の園は給食センターに依存しないで独自の厨房で

調理した給食を支給していますが、家庭の食事が、と

もすれば共働き社会の通有性として、肉類 ・魚類など

を中心とする傾向や、インスタント化、スーパー食品

依存型になり易いため、できるだけ家庭的な雰囲気を

与えるように、盛りつけやつけ合わせに工夫をこらし

ます。また 、幼児の発達段階を考慮して、いろいろな

料理の形態と園児に適合した食ぺやすい食事というこ

とに留意し、大きさ、醤、質に工夫しながら、しかも

塩分のとりすぎにならないよう味つけにも気を配って

います。

喜んで食ぺ、楽しい食事になることを 目標に、一つ

のおかずにもできるだけ 多くの種類の食品を使い、大

豆 ・緑黄色野菜 ・乳製品 ・小魚類の混合食を供します。

また、季節感や行事に伴った献立にも工夫をこらし、

教師と園児、園児相互の団らんのひと時になり、園児

の活力になるような給食をめざしています。毎週水曜

日は麺の 日、月 1回はセルフサーピスの日 （サンドイ

ッチ）を定め、時どき御飯給食も組み入れています。

11月の給食献立表

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 

八宝菜 卵うどん

文に化の日

野菜スープさつま汁

みかん りんご パナナ みかん

7 8 ， 10 11 12 

チキン唐あIぎょうざの ラーメン クリーム 中華風
線キャペッ 南蛮づけ みかん

ンチュー 弁当の日 スープ
レタス チーズ りんご りんご

14 15 16 17 18 19 
幼休園 セル7サンド 白菜の

スバゲ'ティ すきやき風 保のみ 鯨カッ レーズン みそ汁

ゆで卵 汁 煮こみうど人 線キャペッ サラダ ち〈わの
みかん りんご レタス みかん てりf（

21 22 23 24 25 26 

中華風
五目名 動』(1)8 

カレー汁 ラーIン
スープ 弁当の日

酢のもの りんご みかん いりこ

28 29 30 柿の実し色づき枯れ
落ちる葉に深まりゆ〈

＼ヽりどうふ 八宝菜 卵うどん 秋の気配を感じます。
今月のお弁当の日は

りんご チーズ みかん 第2、第4金1/1日II日`
25日です。よろしく・・。

以上総合的な立場で幼児の楽しい学園づくりを目ざ

し、健康づくりにつながってい〈ことをモットーとし

て毎日を努力しています。
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心の 健 康 教 育 を

1. はじめに

山梨県山梨市立山梨北中学校

校長 内 藤 奨

見えるような効果はなかなかあかりません。心の健康

とは一体何なのかと、自問します。精神医学や心理学

・哲学等の立場から、心の健康教育についていろい ろ

県教育委員会の指定、心の健康教育推進校として研 述べられていますが、私は私なりに心の健康教育に つ

究を進めて三年目になります。 いての考えを述べます。

今日程、教育への関心か高まり、教育についての論議 最近 「きけわだつみの声」 （戦没学生の手記）とい

がなされている時はありません。 この ように、関心か うの を読みました 。

高まり、論議かなされても、事態はますます深刻の一 学徒として出陣し、ピルマで捕虜になり、死刑の判

途をたどろうとしています。そして、その原因が青少 決を受けました。死の直前まで田辺元著科学概論を読

年の非行 ・学力低下 ・入試制度の問題等にあることは、 み耽り、従容として死につきます。学問探求の強靱な

概ね知られているところです。 精神には胸を打たれました。

本年で研究が 3年経過しましたか、人間の心の探究 又、ニューギニぢの奥地で戦局が不利なの を知 って、

の問題は 、 2年や 3年で解決されるものてな〈、試行 あたふたと軍用機で逃亡を企てる職業軍人に対して、
r•• 

錯誤の歩みを重ねながら、研究は深められていくも の 最後まてそ の地に踏み止ま って兵士を元気づけ、傷病

であることを痛感します。 兵を労り続けながら自決していった学徒。 私はそこにヒ

現実には、心に病を持つ生徒の指溝という立場から ューマニズムの精神の尊さを痛い程感じるのです。

心の健康教育についての研究は出発いたしましたが、 心の健康な人間とは、確固たる目標をも って、人間

考えてみれば、心の健康に対する教育は、時空を超えて らしく、心豊かに、自分の人生を切り開〈こと のでき

果たさなければならない学校教育の永遠の課題であり、 る人だと思います。

今日程その必要性か叫ばれていることはないと言えます。 そして、健康な心を持つ生徒とは、学校での勉強は

三年間の研究の経過の中で、何時も私の頭を離れな • もちろんなこと、その学習の成果が身だしなみや、挨

いことは、 「今の中学生はどんな気持で学校生活を送 拶、清掃、交友等の学校生活に生かされて、本当の も

っているのだろうか、又、その子を育てている父母の のにな ってい〈のだと思います。

心の在り方は、どうなんだろうか。」 と言うことでした 。

本校にも、何としても学校に来られない生徒。喧嘩 3. 爾し員室：の花：束：

をしたり、万引きしたり、無免許運転をする生徒がい

ます。然し、それははんの一部で、大部分の生徒は本 非行について考えてみます。昨年の暮から高校入試、

当によい生徒たちだと、私はうぬばれています。 卒業式にかけて 、中学生の暴力事件が新聞やテレビを

にぎわせました。

2. 心の健康教育について 。 中学生のグルー プが無抵抗の浮浪者を殺傷した

横浜の事件。

心の建康教育を推進して 3年目になりますか、目に 。 生徒会副会長に当選した中学二年生の女生徒を
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気に〈わぬとい って連れ出し、 三時間にもわた っ

て痛めつけた女子グループ、木更津市の中学校

。 テレビにも放映されましたが、校内暴力がひん

ぱんに起こり、あげ〈の果、原爆を受けたおとな

しい英語教師を生徒かおそい、逆に先生か生徒を

傷つけてしまった町田市の中学校

。 廊下で煙草をす っているのを注泡したため、逆

に生徒になぐられた女教師。仙台市の中学校。

中学生の荒れ方は、 三学期の翡校入試、卒業式の前

後が一番ひどか ったようです。世をあげて中学生や中

学校で教える教師に非難が船中しました。私も中学校

の教師として、はかゆく、いたたまれす、心の中を涙

が流れました。

私共の学校のことですか、高等学校入学試験日の二

• 三 日前だったと思います。

私が校長至から用事を思いついて職且至に入ってい

〈と、あ っちこ っちの先生方のtJLの上に花束が骰いて

ありました。私ははじめ、けかをしたり、病気で休ん

でいる生徒のお見舞でもするのかと息いました。それ

にしても花束が多すぎる 。

「この花束はどうしたの。」 と、花束の附いてある

先生に尋ねました。

先生は、 「私が三年の最後の授業に行きましたら、

三年生の代表か 『先生長い間、教えていただいて有難

うございました。さわいで先生をこまらせたこともあ

りましたが、私達の気持を受け取って〈ださい。』 と

いって、私にこの花束を〈れ、最後の授業を終えて 、

教室を出る時はみな拍手をして送って〈れました。」

と、感概深げに申します。

この話を聞いて、私の心の中をうれし涙が流れまし

た。全国で中学生による校内暴力が荒れ狂っているさ

中で、私の学校では、先生と生徒との温い心の交流が

定消しつつある ことを感じました。今まで先生方や父

母の皆様と、とりくんできた心の健康教育の運動が、

無駄でなかったことを、先生に贈 った三年生の花束か

実証して〈れました。

私達は話し合いました。子ども達に裏切られても 、

子ども達の心の中に〈いいってい こう。子ども達が挨

拶しなかったら、自分達から梨んで挨拶しよう 。子ど

もと一祐に掃除をしよう 。先生も父母も本音を出して

話し合おう 。

このようなことを基底にして、私の学校では 「心の

健康教育」の研究と実践を今も続けています。

4. 学んだこと

第ーは、何でも心へだてな く話し合うことができ、

問題が起きたら一紐にな って解決しようとする心のか

よった教師団でなければならなしヽということです。

第二は、 一人一人の生徒の心のIUI-びに耳をかたむけ、

生徒と共に 「生きるということはどういうことか。」 と

しヽうことを学び介うことかできるような 、心数かな人

間をめざして、‘常に fi)fjfcを柏み、心の開かれた教師で

なければならなしヽとしヽうことです。

第三は、人間性翌かな生徒の育成 （心の教脊）は、た

だ単に学校教脊のみで果たされるものではなくて 、そ

の r-カ有つ家庭や、そのチを包む地域が一体とな って

とり〈む時、はじめて可能になるということです。

披近、中央公論新附として 「つっぱり 1、ミーの死」

という本が出版されました。 トミーは俗場の中から「

どんな悪い奴でも、この人はおれのことを知 って、し

んみにな って考えていて〈れるという先生に対しては 、

絶対 ・手を賑り上げたりはしませんよ 。」 と、い って

いるようです。

私達は-(・ どもたちを信じます。

私達は、 子どもをうんぬんする前に、今こそ、教育

の原点にたち返り、自分自らが、人間としての在り方

につしヽて問しヽただしてしヽかなければならない時だと思

います。

陶芸教室

校庭の片隅に穴

をほり、レンガ

をつみかさね、

その上にトタン

をかぶせ、その

上からまきをく

べて焼〈

終り

三年生による

菊作り

150鉢

土こしらえ、

なえ育て、管

理、すぺて三

年生により、

校舎を美しく

かざった
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全町児童 • 生徒の血圧測定 を 実施して

秋田県11!1北郡Ii仙禾11111]立

峯吉川小掌校旋過教諭

協fll中学校

船l沿111ヽ学校

証Ill,1ヽ；t校
4ヽf・形lヽ学校

鋭川小学校

II 

＂ 
＂ 
＂ 

II 

藤

関

三

高

三

藤

井

浦

橋

浦

井

ゆみ寸,_

トシ

敬子

真澄

文-[-

～勺美

1. はじめに

「成人柄の低年齢化」が百われるようにな ってから

久しいが、その実態か明らかにされてきたのは蔽近で、

児猷、生徒の1肥渦や高lfll圧 、腎疾患、心疾患等か社．目

されてきている 。本町でも、放年111jから定期健康診断

の一項目に、 Jfll圧測定を加えて実施していたか、本年

度は、測定器具、測定方法等条件を一定にし全町一斉

に尖施した。

全町の児窟、生徒の成人病の低年齢化を 未然に l>Jjぐ

ためには、血圧値の動向を知ることか、今後の保健指

西に役立つと考えたので、その分析結果と今後の課題

について述べてみたい。

2. 対象および方法

(1) 対象

全町児Jjf. 6校 715人

低川小： 218人船岡小 ：15人

(:;~:::. I:~ ~;:;: しJ ヽ ::~J
全町生徒 1校 （協和中 ） 376人

(2) 測定器具

① リバロ ッチ水銀血圧計

② マンシェ ッ トの幅

低学年 ： 9 cm 

高学年、中学生： 12cm 

（ただし、低学年肥涸児旅について

は、 12cmを使用 ） 
(3) 測定方法

① 仰臥位にて測定

② 右上腕にて測定

③ ilill定前体操その他からだを多く動かす授業をさ

ける

@ 21t..1J1lill定し、蚊終値をとる

⑤ 9月20日-301--lまでの間に実施

⑥ 午1i1j中 (2-3校時）に実施

第一次検診の結果、小学校低学年は、蚊j:':jJfll/」:130 

mm Hg以 I・.、蔽低Jfn./王90mmHg以 1-.、,:':j学年は、簸：':j

Ifill王 135mmHg以 L・11文低Ifill.I.90mm Hg以 I・.、中学生

は蔽裔till.I.L: 14 5mm卜lg以上、蔽飢Ifill.I.90mm Hg以 I.の

ものにつき、 一週間に一回追跡調介を‘火施する。

3
 

調査結果

全町児窟、生徒の測定結果 を表 1-表 3に図ホした 。

その結呆をみてみると、

① 蔽~':jJill/王 ，＇追跡者としてチェ ソクされた児廊 ，

生徒は低学年で 2名 (0.5%)翡学年で 2名(0.5%)

中学生で 1名(0.3%) とな っており 、私逹が予愁

していたよりも少なか った。 また 5名全且か男性

であ った。

② 蚊低Jill.圧 ：追跡者とし てチェ ックされた児崩、

生徒はスワンの第 3・'・せでも明確不明瞭で 0までき

こえる児廊か 3名(0.3%)もおり、 30 mm Hg以下

の児廊をあわせると 10名(0.9%)もいた 。披低血

圧の低い児龍、生徒力、多 〈て跨いた。 また 10名中

8名が男性であ った。

4. 問題点と今後の課題

如 ':iJilLIモにおしヽてチェ ックされた児窄、生徒 5名と

蔽低.Ifll圧におしヽてチ ェ ッ クさ i した児疵 • 生徒JO名か、

次週から追跡1/11.圧測定が実施された。

その結朱、特別心配ない児甑かはとんどであ ったか、

蔽裔1(11圧 値の要観察者として 3名、蚊低1(1Ll:i::f直の要観察

者として 2名は、今後とも追跡していく必要があると

同時に、食生活家族関係等あらゆる面から分析してい
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く必要があると思われる 。

また、追跡血圧測定を実施していくうちに児窟、生

徒から、 「ぼく病気なんですか」とかりまくだけどう

して何回も測るんですか」という声か聞かれた。これ

は、追跡調査か、児童、生徒に不安を与えたためと思

われる 。血圧測定の意義について充分説明して実施し

たつもりだったか、まだまだ不充分な点があ ったよう

である 。

「あなたは病気ですよ」というレッテルをはらない

ように、血圧測定の意義について、各学年に即した指

紺をする必要があり 、心理的緊張をきたすことのない

ような配慮が必要であることを痛感した。今後の留意

点とした 1,,。

また、追跡血圧測定の対象者をみてみると 15名中、

13名が男性であ った。これは、協和町だけの問題なの

か、それとも全県的傾向なのかを分析し、対処してい

く必要がある。

一般に肥渦体といわれる児窟、生徒はやせ利の人よ

りも高い値を示しているように思われるが、これらの

児窟、生徒については、 J(JL圧測定のみならず、血泊コ

レステロール検森、食生活等多方而的かつ総合的に把

据して指辞していかなければならず 、今後の課題であ

る。

5. まとめ

少年期のJflt/王は、年齢とともに上昇するので、成人

のように統一的な診断）＆準は骰きに〈いし 、またJfll圧

の評価は、 一回の測定だけで判定すぺきものでもな〈

長期にわたる発脊過利の中で、 一定条件下で頻回に測

定することか必要である 。

今回はそれらの手がかりをつかんだだけにすぎなか

った。しかし、児窟、生徒の一人一人が血圧について

の埋解を深め、将来自発的に自己の」ill圧を管理し 、成

人病子防に努めて〈れれば幸いと考える 。

追記

なお、この調壺には、町の保他婦さんに御協力いた

だきましたことを心から感謝いたします。

表1 最高血圧分布 （人）

舷;r.;← 学年 4ヽ1 4ヽ2 ,j、3 ,]、4 4ヽ5 4ヽ 6 •I• 1 ,11 2 ,,, 3 

60-69 l 
70-79 I 
80-89 15 15 13 ， 3 I 4 
90-99 61 45 41 32 24 26 12 29 
100-109 44 41 39 39 43 43 35 46 26 
110-119 13 8 24 34 38 41 56 30 66 
120-129 1 I I 3 ， 3 17 3 42 
130-139 2 2 1 2 6 
140-149 1 l 

表2 最低血圧分布 （人）

蚊面面モ- • 芥年 4ヽl 4ヽ2 4ヽ3 4ヽ4 4ヽ5 4ヽ6 111 I 中2 中3
0 -9 I I I 
10-19 1 
20-29 l 1 I I 2 
30-39 ， 2 2 4 4 
40-49 29 23 25 ， 28 20 10 13 ， 
50-59 54 44 51 36 42 46 66 59 50 
60-69 30 31 36 49 33 33 42 34 64 
70-79 II 8 5 13 12 JI 5 4 16 
80-89 I 1 3 I 1 2 

表3 最高血圧分布早見表 （％）50 
07 ~1 1111111.111111 r 45.3 1 
)llll/1136/11111:- .o.9 -

0.8川IIJI門：i11~ 34.0 ~ 
し9.6,-----

11111~1! ■に18.61

HXJ', 
(mm Hg) 

32.6 
37.3 __ :.-・.. -.-・・, ・.. V月、3瓜゚，皿皿80-89

32.2 -~-_(VJ½ 雇，／／／凡¥汁/~ 17 ~ 90-99

〇.01111--22-2遍
冒=:~〗；::::::: り 月:::~·,:゚□゚:

367 __~\~ —• VJ,!; 肌／／／肌／／弁，/1/II(;_倣グ加柱0.9□120-129 

中2

中3

0.8直
位］

18.4 

28.5 一ー狐／／加／加／／加½、術、加／加／／吹／／バ 13.8 腱1.6壁 130-
25.9 . ->~ 肌／／肌／肌／／瓜，'.o1////;肌／加／／肌／才 26.8 謎2.7 
馴加加／肌／加が、、6:籾／／／肌／／肌／肌1/IS- 29.8 餃‘こ吋



12

「背ぼね体操」指導にあたって

1. はじめに

学校保健法によリ、背柱側乃症か問題視された昭和

53年度から 、現場で働〈指的者として 、十供逹の生活

実態 を把握すべき責務にたたされました 。それに管内

の養護教諭研究部会長とし ての立場からも 、逸早〈課

題に対処すべきと考えて、関係機関 とも辿絡の上取り

くみました。

先す、地域の整形外科医を講帥に迎えての正しい判

定法、チェックボイントの手はどき等につき、こ指導

を得てから地味な努力を続け、数年を要したところで

す。

本校の教育目標の第一項に 「他康で明る 〈、た 〈ま

しい子ども」をかかげ、年々実践事項を整理しなから 、

改善と手ほどきを試み、姿勢指＃に取り くんでの毎日

の実践活動です。

ささやかな活動ですが、現状を紹介いたします。

2. 本校の概要

(1) 学区の位置

山形県の 中央部に位箇し 、山形市と新庄市のほぱ中

間地帯にあたり、中央部と奥羽本線と国道13号線が南

北に走り 、楯岡駅を 中心に市内外の通勤者や荷物の交

通の要所である 。

(2) 沿革

本市は室町時代、山形城主最上満家の末弟伊予渦国

か西歴1390年、楯山 に城を築き楯岡殿と呼ばれ、八世

続いた頃から明らかにな っている。江戸 中期は米、紅

花、麻な ど栽培され活況を呈し 、これらの生産物の輸

送は 、すべて最上川 にゆだねられた。その後、慶長 7

年羽州街道 （国道13号）か開かれ、更に、明治34年に

鉄道が敷かれるに至り、産業 ・文化の発達は 、最上川

山形県村山市立楯岡小学校

社護教諭 西村美津 子

から道路、鉄道へと発展、産物は中央市場へ進出し現

在に至る 。

行政面では、明治11年楯岡に北村山郡役所が設附さ

れたのをはじ め、次々に諸官署が設けられ、北村山郡

内の政治的中心都市となる 。昭和29年 1町 7村が合併

し、村山市が誕生、代表的偉人に最上徳内先生はじめ

数人か居る 。政治 ・文化の中心地てあリ住みよい田園

都市として の商業、中小企業を含め、体力づ くリセン

ター、温水プールと 、目 さ~ ましい開発で発展途上にあ

る。

(3) 学校開設

昭和 6年 9月 楯の相馬氏宅に開校されて以来、昭

和43年10月、近代的な鉄筋校舎に全面改築、昭和58年

10月て 110年の古い歴史と伝統をもつ学校である 。

現在の児童数 944名 26学級 教職員 37名の規

模校である 。

3. 本校の教育目標

(1) 本校の教育目標

・健康で明る＜ たくましい子ども

・すすんで勉強し よ〈考える子ども

．感謝の心をもち 思い やりのある子ども

・きまりを守り ねばり強くかんばるイども

(2) 本年度の重点

・児童の個性能力に応じた生きた確かな授業を行な

い 学力を高める

・道徳教育及び特別活動を通して生徒指導の1散底を

期する

・遊ぴと勤労を奨励する

・体力の増強と安全の確保につ とめる

・心身障害児教育の充実を期する
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4. 保健体育活動

．
 

．
 

(1) 教育目標である「健康で明る〈 たくましい子ど

も」を育てる ため、教育活動全領域の中で、施設設備

の活用と共に 、体位体力の充実、安全、疾病予防 清

潔習慣形成 心身共に調和のとれた保娃指導 学級指

導の強化 と実践化につ とめ、体育活動、遊びによって 、

健康で明るい児童を育てる、又医療機関や保護者との

連絡を密にしながら、個々への適切な指＃、処置活動

につとめている

(2) 教育目標達成への指導

（イ）指ねの重点

・自分のめあてをきめて体力づく りをさせる

．疾病予防と清潔習慣を身につけさせる

．姿勢指導と背ぽね矯正指群に努力させる

・遊ぴの重視と 指導に力をいれていく

（口）実践事項

・全職貝協議の上、役割分担 を明確にし、諸活動の

推進にあた っていく

・年間を通じて体力づ〈りにはげむ

夏期はグランド走、冬期は手拭体操、腕立伏せ、

日課表に20分特設 肋木の奨励 ・教師と遊ぶ、友

達同志の遊ぴを工夫させ人間とし ての生き方 生

きがいを体験する 。

（ハ）学校保健委員会

・教育懇談会として、児童の健康問題について話合

う会であって 、地域の状況、協力を得ており、と

ても有意義な会が組織され ています。参加範囲は、

学校医 2名、歯科校医、薬剤師、 PTAZ名、子

供育成会 3名、学校側 5名で組織されており、活

発な指導助言をいただいています。

5. 背ぼね体操へのとりくみ

(1) 昭和55年度、村山市内小学校全児童の春の健康診

断で 「背柱側弯症とか円背」といわれた児童の日常生

活をさ ぐって みました 。

（調査表及ぴ結果……略）

(2) 昭和56年度は、第二年次のとりくみとして、追跡

調査も実施しましたが、目立った効果もなく、調査に

いきづま った感じでした。 ・

そこで、個人指導にもっていき、なんとか各校で努

力してみるようにした 。 （追跡一年では目立っ た効果

なし。）

(3) 昭和57年、 58年度は、低学年を対象とした「背ぽ

ね体操」 の図表化を試み、肋木も購入してもらって毎

日の活動に展開してみました 。

約 2年間の努力を、北村山管内で毎年実施している

保健研究発表会に発表させてみました。児童の作文と

共におよみいただ〈と 日常の生活状況や、努力の状況、

学校でのとり〈みについて ご理解いただけるものと存

じます。涙ぐましい当人達の努力、家族のはげましか、

身近かに感じられ、徐々に効果が出はじめている思い

なのです。

研究発表につか った資料の説明をする

児童作文

せぽねのたいそう

2年 0田〇ず0

わたしは、毎日さよならをすると 西村先生のと ころ

へ行きます。そして たいそうをします。馬やろく木に、

ぷら下がったりします。その時は、西村先生がかなら

ずせなかをなでてくれます。

「西村先生。 きょうスイミングスクールに行くんだ

ょ。」と いうと、西村先生は 、 「んだらよかっ たな。が

んばれよ。」とし、います。

おうちでも、せなかをまげるたいそうや、せすじを

のばすたいそうもしてがんばっています。たいそうは 、

一年生の時からしています。 こういちくんもしていま

す。 こういちくんは、ギプスをしています。

学校から帰 った時、おかあさんが「まい日たいそう

して来たが。」 といいます。おとうさんは、 「毎日、た

しヽそうしてこいな。」 とときどきいいます。はじめ、か

なりまが って いたのに、 一年生から、ず っときびしい

-13-
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たいそうをや ったのでおいしゃさんに行 った時、 まえ

よりもだいぷよくな ったといいました。一年生の時は、

西村先生のいった話を毎日していたのに二年生の時に

なったらときどきいいます。

大すきです。 スイミングスクールも 14きゅうにな って 、

7 m およげるようになりました。

四月に校長先生へ 「小たいいくかんに、ろ〈木かって

下さい。」といったら「んだら 、がんばれな。」 といいま

した 。校長先生は、よろこんで、か ってく れました。

だから大体育かんのろく木をつかわな〈てもよくなり

ました。

こんどあきえちゃんと、ともみちゃんと、ふじえち

ゃんがわたしとい っしょにたいそうをします。西村先

生は、みんなが来ると「まい日たいそうをやりに来て

ね。」というと ・「わかりました。」 と、うれしい声でいい

ます。せぽねをこすってくれる時が、と っても気もち

がいし、です。

このまえはかったのが12どで、きょうはか ってもら

っ たのが、 11 どでした 。 おカ~ あさんは、うれしい声で、わたしは、西村先生か大すきです。 たいそうをおし

えてくれたり 、せなかをこす ってく れたりするから、

背ぽね体そう

「よか ったなあ。」 といいました。わたしは、うれしく

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

15-20分

うでたて
↓0が、 力をいれてゆっく り大きく。F 介.. 3回-10回

筋 緊 胃
前むき、後むき l 左手30-50かぞえ背中 10右手こうご

ぷらさがり
を先生がギュッ 回ピーンと力を

サーカ ス
ギュッとなでる いれてサーカス

せい 』
頭、首、背すじ、腰に力をいれて

正 ざ しっかりのばす

1分-2分

閾 庄
背中 をなでてやる

30-50回

即~' ま （ず k 
環前かf j_こ をいれて12345
両手を両わきに 10回

背すじピーン
背すじビーン

足 まげ タ~ o 令ム→¥)-1 〇 背すじおこ Lて12.3.45

背ぼねおこし 1 .2 .3 .4 .5かぞぇ 10回
ギュッとカーぱい足あ

“ 1.2.3.4.5 
背 iま` ね こ <0~~ 10回
しんこきゅう

1.2.3.4 5. 大き〈いきをす って背をのばし手をおろしてはく

土
両手、両足を大き〈

大きく歩〈 高く、背に力をいれて 小体 2周

まっすぐ歩〈

・背すじピーンは健康のしるし。背ぽね体そうで美しさをつ〈ろう

0000 
（姿勢、後すがた、骨のはしら）

・ふとりすぎの 人も ．毎日肋木にさが って大いに運動しましょう

て、うれしくて、たまりま

せん。 おかあさんもうれし

そうでした。

わたしは、こ んどの 1月

に、 山形のけんりつびょう

いんでせぽねを見てもらう

ときは、 5どにな っている

といいなと思いました。 そ

して、西村先生や中村先生

に、 5どの話や見てもら っ

たことを話したいです。と

くに西村先生に早〈おしえ

て、よろこばせてあげたい

です。 さいごに校長先生に

「ろくぽくを買ってくれて、

ありがとう」と話します。
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(4) 実践活動

• 毎日放課後、保健室に該当の児童が来室し20分間

を目途に 、体操開始 （小体育館で）

．肋木使用 、図表通り をや ったが、現在では新たに

フラフープ、リング織とぴ、逆立ち等、数々 の技

をとりいれて指導 ． 

・子供を信じ、はげましながら、喜こんで参加され

るように考慮している 。

・指導者の交代制も考えたが、忙し いとは 口に出さ

ず、養教自身の美容のため•…•• と若々しく接する

ように一人で担当してみた。

ぷらさがり 毎日背をこす ってやる

足まげ背ばねおこし の一 こま

鏡に グラフ （透明 ）をはりつけ、 全身を写

して の自分の肩下り、矯正、歩行注意を点検

させる

6. 全体まとめ

(1) 学校全体として、姿勢指導にとりくんでいるため、

あらゆる場を通じ 一斉指導、業間体育、遊ぴを通し、

肋木の活用、又、学級指導に力を注ぎ 、． 徐々に効果か

見え てい る。

(2) 学校長の理解と 子供達の健康面に最大の配慮を

していただき 肋木の増設、遊具の設罹等、現場活動

は生き生きしている 。

(3)・現代の波にの って 出現した児童の側弯症児が現に

おったことと、周囲の協力、家庭のはげましが、苦労

を苦労ともさせずに活動出来たので、効果が小であ っ

ても大にみえているようです。

(4) 子供達に心か ら信じさせる努力 、休まず毎日実践

する子と の対話、数々の手段に対応出来るよう自分自

身の研修に置きかえて努力してみた。

(5) 早期発見と学校全体の協力体制が実に大事である

ことを痛感した。

(6) マスコミの PRにより、他管内よりの問合せや資

料提供、喜こばしい数々の助言をいただき深く感謝申

し上げます。今後ともご指摘、ご指導のほどお願い申

し上げ、至らぬ実践活動ですが参考にしていただけれ

ば幸いに存じます。なお、息、食、動、想の四項をと

りいれた指追を試みれば、も っと効果が得られるだろ

うと云う助言も受けています。



骨折発生率の推移状況

ニ 昭 45 昭 47 昭 49 昭 51 昭 53 昭 56 

％ ％ ％ ％ ％ ％ 

小 ,u,子. 校 0.53 0.70 0.64 0.66 0.74 0.75 

中 ,,,_,. 子 校 1.07 1.24 1 .14 1.25 1.36 1.42 

高 等 学 校 0.64 0.61 0.62 0.69 0.79 0.73 

高等専 門 学校 0.95 1.04 0.79 0.80 0.90 0.84 

幼 稚 園 0.17 0.21 0 .19 0.18 0.20 0.23 

保 育 所 0.25 0.30 0.26 0.26 0.27 0.29 

A ロ 計 0.64 0.75 0.69 0.73 0.80 0.82 
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