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問題と目的

近年，学校教育において，いじめ問題や不登

校等が深刻化し大きな社会問題となってい

る。このような中で，児童生徒の不登校や反社

会的行動などの不適応行動の原因として， うつ

病や抑うっという視点から検討する必要性が指

摘されている(下山， 2006) 0 したがって，児童

生徒の抑うつに対して，適切な介入を実施する

必要がある O

そこで¥児童の抑うつ症状に効果があると

されている心理療法として，認知行動療法

(Cognitive Behavioral Therapy) が注目される

(佐藤-嶋田， 2006)0 児童生徒の抑うつへの早期

対応として，学校場面における教師による児童

生徒に対する認知行動療法を理論的基盤とした

心理的介入の必要性も指摘されるようになり，

実践が行われ始めるようになった(松浦・矯本・

竹田， 2007) 0 一方で学校における認知行動療

法を用いた介入は，実践が行われ始めた段階で

あるため統一された名称がなし」そこで本研究

では， 中村宇・石垣 (2006)や小i共]. I嶋田・佐々

木 (2007)の先行研究を恭にしながら「学校に

おいて教師が認知行動療法の理論や技法を用い

て，児童生徒を支援すること」を「認知行動的

アプローチ(以下， CBT 的アプローチ)J とす

るD

近年， CBT 的アプローチの研究も進み，その

効果が期待されるようになっている O 一方で、，

松浦・岩坂 (2009) は CBT 1']0アプローチにお

ける課題の lつとして，教室内で学級担任が治

療的な CBT的アプローチを行う場合に t ':-s・に対

象となる児童生徒だけにかかわり続けることは

難しいという 11:1]題をj旨摘している O

そこで， CBT的アプローチの新たな実施者と

して養護教諭が考えられる O 養護教諭の職務の

1っとして，健康相談活動(ヘルスカウンセリ

ング)がある。養護教諭の行う f建康相談活動とは

「養護教諭の職務の特質や保健室の機能をイづ〉

に生かし，児童生徒の様々な訴えに対して，常

に心的な要因や背景を念頭に置いて，心身の観

察，問題の背景の分析，解決のための支援，関

係者との連携など 心や体の両国への対応を行

うj活動である(文部省， 1997) 0 内藤 (2010)

は，養護教諭は健康相談活動において心理臨床

的な要素を含んだ対応を行っていると指摘して

おり，その中にソーシャルスキルトレーニング

や行動療法的な技法が用いられていることを明

らかにしている O しかし，内藤 (2010)の研究

においては，その効果についての検討が行われ

ていなし」よって，養護教諭の CBT的アプロー

チの実態把握に加えてその効果について検討す

る必要がある O

そこで本研究では保健室に来室した中学生に

対して養護教諭が行う対応について，認知l行動

療法の視点から検討し養護教諭が行う CBTI'J'j
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アプローチの実態を明らかにしさらに養護教

諭の対応における CBT的アプローチによる効

果の検討を行い，その可能性について考察する

ことを目的とする。

研究 1

[呂的}保健室に来室した児童生徒への養護教諭

の対応について認知行動療法の視点から検討

し養護教諭のCBT的アプローチの実施とその

内容を明らかにする O

{方法}学校保健分野と心理学分野の研究雑誌に

おいて.r養護教論が児童生徒に対して対応した

事例研究-事例報告Jを検索した。 5種類の雑

誌からのべ401牛の事例が調査の対象とされた。

{結果と考察]

文献事例における養護教諭の児童生徒への具

体的対忠としてのべ168Flこがi:rlJ11¥された。これを

認知行動療法の視点から CBT的アプローチと

捉えられるか否かについて整理した。 CBT的ア

プローチと捉えられる対応について，教育学お

よび¥心理学を専攻する大学院生 5名により，内

容的妥当性の検討を行い，最終的な CBTIY~ アプ

ローチの件数は18件(10.7%) となった。よっ

て，養護教諭が実際に CBT的アプローチを児童

生徒への対応として用いることが明らかになっ

た。

事例への CBT的アプローチにおける具体的

対応を分類した結果.1行動的スキルを身につけ

るCBT的アプローチ上「系統的脱感作法を用い

たCBT的アプローチJ.r認知を変容するための

CBT 的アプローチ上 rll乎i技法やリラクセーショ

ンをJ'目し 3たCBT的アプローチjという具体的な

対応の内容が明らかになった。教育学および心

理学を専攻する大学院生 5名により，内容的妥

当性の検討を行い，内容的妥当性は十分である

と考えられた。

以上の結果から，養護教諭の CBT的アプロー

チは，行動療法的な技法と認知療j去的な技法

(認知1を変容するための CBT的アプローチ)が

mv¥られていることが明らかになった。本調査

は内藤 (2010)の結果を支持するものであった

ことに加え，認知療法的な技法を含むCBT的ア

プローチを行っていることも明らかにされた。

研究 2

[自的}養護教諭が CBT的アプローチに相当す

るような対応を実践しているか， またその実態

および、効果について検討する O さらに CBT的ア

プローチの理論的背景である認知行動療法との

関連について明らかにする O

{方法}現在中学校に勤務している，またはその

経験がある養護教諭に対し質問紙調査を行っ

た。質問紙は352名に発送し 200名の回答が回

収された(回収率:56.8%) 0 最終的に193名が

分析の対象とされた。

{誠査時期12010年10月上旬~ 10月下旬であっ

た。

{質問紙の構成}調査協力者自身，現在勤める学

校及び保健室の実態，養護教諭の CBT的アプ

ローチの生徒対応事例，認知行動療法を学んだ

経験等について尋ねた。

{結果と考察}

CBT的アプローチの実践事例の回答数は，

246件であった。提示した条件に当てはまらな

い自答や CBT的アプローチの定義に当てはま

らない対応82件を除外した結果， 自由記述にお

ける CBT的アプローチの件数は164件 (66.7%)

となった。よって，養護教諭がCBT的アプロー

チを実践していることが量的にも明らかになっ

た。

生徒の問題，養護教諭の CBT的アプローチ，

生徒の変化という一連の流れを分析すると，養

護教諭のCBT的アプローチは，養護教諭が捉え

た生徒の問題に合わせて用いる理論や技法を変

化させること，生徒のととのような問題において

もCBT的アプローチを行った結果，効果がある

ことカf明らカ斗こなった。

次に，認知行動療法を学んだ経験の有無と学

んだ経験による変化について尋ねた。未記入

だった 2;glを除き.191名で集計した結果，認知

行動療法の理論や技法を学んだ経験が「あるJ

は76名 (39.8%). rなし」は115名 (60.2%)で
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あった。また，認知行動療法を学んだ経験によ

る生徒対応における意識や実際の行動の変化に

ついて分析した結果， r生徒の認知の変容を促す

働きかけの実施J. r生徒の行動変容への働きか

けの実施J，r生徒対応におけるレパートリーの

増加Jなどの変化が明らかになった。よって，

認知行動療法を学んだ経験によか生徒対応に

おける行動的変化および認知的変化が見られる

ことが明らかになった。

CBT的アプローチと認知行動療法を学んだ

経験等との関連について X2検定を行った。認

知行動療法を学んだ経験の有無と CBT的アプ

ローチの実施の有無について，有意な差は見ら

れず (x2 (1) = .253， n_s.) ，認知行動療法を学ん

だ、経験の有無に関わらず，養護教諭は CBT的

アプローチを実施していることが明らかになっ

た。

また認知行動療法を学んだ経験の有無と

CBT的アプローチの効果について分析した

(Figure 1 ) 0 X 2検定の結呆，認判行動療法を学

んだ経験の有無と生徒の変化においては，認知

行動療法を学んだ経験がなく CBT的アプロー

チを実施した場合に 生徒の変化がある場合が

有意に多いことが明らかになった(〆(1)

3.911， Pく.05)0 その一方で，認知行動療法を学

んだ経!検がある場合における CBTli守アプロー

チの生徒の変化については，生徒の変化がある

場合が有意に高く(〆(1)= 47.819，戸く .001)， 

また認知行動療法を学び生徒対応に認知行動

療法を取り入れている場合に，生徒の変化が

認 100I 

生智 73 
tさfT
あ動
変的 50 
化ア;
のこと
有ヤ o 
空÷ 認知行動療法を学んだ経験があり，
{牛に
)よ 認知行動的アプローチをしている

る

ある場合が有意に高かった (x2
(1) = 30.769，戸

く.001)0 以上のことから，認知行動療法を学ん

だ経験の有無により， CBT的アプローチの効果

の差はみられないが， CBT的アプローチの実施

によって生徒の問題解決に効果があることが示

された。

研究 3

{自的}養護教諭の生徒への長期的な対応におけ

るCBT的アプローチの位霞づけを明らかにし，

養護教諭の CBT的アプローチを含む長期的な

対応について検討し その可能性について考察

する O

{方法}現在中学校に勤務している，またはその

経験がある養護教諭の中で¥CBTl'j句アプローチ

を実践している養護教諭 5:g1 (20代~ 50代女

性， 2 ~ 35年の勤務経験年数)に対して半構造

化間接調査を行った。

{調査時期]2010年11)-J 上旬~ 11J-J 111匂であっ

た。

{調査内容}調査協力者自身，1-1:1学校および保健

室の実態，認知行動療法を学んだ経験等，CBT 

的アプローチを含んだ長期的対応についてばtね

た。

{結果と考察}

養護教諭が生徒の問題を解決するためにかか

わった期間を生徒の変化について前期・ 1=1:1JtJ3 . 

後期に分けた場合における CBT的アプローチ

を多く行った時期とその理由について分析し

78 

認知行動療法を学んだ経験がなく，

認知行動的アプローチをしている
ηニ164

j主)nは認知行動的アプローチののベ件数

Figure 1認知行動療法を学んだ経!設の有無における認知行動的アプローチを実施した

生徒の変化の有無
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た。その結果，前期においては「生徒自身に自

分の問題・不安に気づかせるためよ「養護教諭

が生徒の問題を明らかにするためJ.中ー後期に

おいては f前期における人間関係づくりやアセ

スメントを基盤にする必要があるためよ「生徒

の問題に積極的にかかわるためJ. 1目標達成・

効果の定着のためJという理由が明らかになっ

た。よって養護教諭の CBT的アプローチは， 1前j手訪iJ } 

期では「アセスメントJ. I中千干宇:J寸1

応応、;J.後期では f問題解決の兆しとフォローアッ

プjとして用いられることが考えられる O

養護教諭が CBT的アプローチを実践する意

i床-効果については， 1生徒の全てにかかわるこ

とができるよ 117司題を抱えたときに長期間かか

わることができるJ.内陸続して生徒にかかわる

ことができるよ「効果を定着させられるよ「学

校で連携できるJという理由が明らかになった。

以上の結果から，養護教諭のCBT的アプローチ

においては，生徒に継続的にかかわり生徒の変

化に柔11次に対応できることから，生徒の問題に

合ったCBT的アプローチを実施し生徒の問題

を解決できることが考えられた。

総合的考察

本研究の目的は，保健室に来室した中学生に

対して養護教諭が行う CBT的アプローチを明

らかにし，さらに，養護教諭の CBT的アプロー

チによる効果の検討を行い，その可能性につい

て考察することであった。

本研究においては，①養護教諭は保健室に来

室した中学生に対し行動療法IJ<]，認知療法的

なCBT的アプローチを行っていること②生徒

のどのようなIUJ*むにおいても CBT的アプロー

チを行った結果，効果があること③認知行動療

法を学んだ経験に関わらず CBT的アプローチ

を行った結果，効果があること④養護教諭は生

徒に継続的にかかわれることや生徒の変化に柔

軟に対応できることから，生徒の問題に合った

CBTI'I<]アプローチを実施し生徒のi問題を解決

できることがi明らかになった。

内藤 (2010) は，養護教諭の健康相談活動に

おいて，行動療法的な技法が用いられているこ

とが明らかにしている。本調査は，行動療法的

技法のみならず，認知の変容を促すはたらきか

けなどの認知療法的な対応を用いていることが

明らかになった。永井二・青嶋・有野・小津・志

賀・土屋・平賀・望月・森田 (2010)の研究にお

いて，心因による保健室来室である判断した児

童生徒への対応の研究において， 1話を聴く Jと

「話をするJという対応の中で「問いかけて本人

に気づかせ考えさせるような意図的な対応をし

ているJことを指摘している O したがって，本

調査において認知療法的な CBT的アプローチ

を行っていることが明らかになったと同 11寺に，

養護教諭は従来から行っていた可能性も推測さ

れる O また，認知行動療法を学んだ経験の有無

に関わらず， CBT的アプローチを行い生徒の問

題解決に効果をもたらしたということは，より

効果的な生徒対応を試行錯誤する中で，認知の

側面へのアプローチを含む CBT的アプローチ

を従来から行っており効果がみられたというこ

とも考えられる O

一方， CBT 的アプローチの効果が明らかに

なったものの，本研究において認知行動療法を

学んだ経験の有無による効果の差は見られな

かった。このことはアセスメントや効果の測定

が関係していると考えられるが，養護教諭が認

知行動療法を学ぶことにより，生徒対応への意

識や行動の変化が見られ認知行動療法を意識し

て用いることができるようになり CBT的アプ

ローチのさらなる有効性が考えられたことか

ら，認知行動療法を学びCBT的アプローチを実

施する必要性が考えられる O

長期的な効巣については，生徒に継続的なか

かわり，その仁1:1で柔軟な対応を実施できること

から，生徒の問題に合ったCBT的アプローチを

行い，生徒の問題解決という効果が得られるこ

とが考えられた。さらに，生徒のソーシャルス

キルの不足やストレス場面で、の対処行動などが

身につき，生徒gl身がその効果や変化を実感で

きることができることから，効果が般化，定着

し，その後の自立においても効果があるという

養護教諭の CBT的アプローチの可能性が考え
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られる。

最後に本研究の限界と今後の課題について述

べる O

第 1に，本研究では養護教諭の CBTIY0アプ

ローチの実態を明らかにするため，養護教諭が

捉えた生徒の問題に対し，養護教諭自身が CBT

的アプローチによる生徒の変化を測定し，それ

を効果として設定した。そのため，適切なア七

スメントに基づき生徒の変化を許制liできたのか

という問題があると考えられる O したがって，

養護教諭自身が CBT的アプローチのアセスメ

ントや効果に対して測定をすることの限界が示

される O 認知行動療法においては，アセスメン

トが適切に行われたかどうかが，その後の治療

効果を大きく左右する(坂野，1995)0 今後は生

徒自身に尺度や心理テストを月3いたアセスメン

ト，効果の測定を行う等の実証iめな研究によ

か養護教諭のCBT的の詳細な実態について明

らかにしていく必要がある。

第 2に，本研究は調査データによって得られ

た結果に基づき考察されたものである O 本調査

の結果を臨床実践に効果的に反映させるために

は，実際に養護教諭が中学生を対象とし，認、知

行動療法を基盤とした CBT的アプローチを実

施しその有効性について検討する介入研究が必

要であると言える O
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