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はしがき

この報告書は､平成 16年から平成 18年の 3ケ年間にわたり日本学術振興会科学研究費

補助金 (基盤研究(B))の援助を受けて実施 した横断的研究 (課題番号 16300222:個人 ･

集団レベルの心理社会的学校環境が生体的ス トレス反応に及ぼす影響)の成果をまとめた

ものである｡

最近､テレビや新聞などで､いじめや自殺､不登校など児童生徒の心の健康にかかわる

問題が多く取り上げられるようになってきた｡その背景には､児童生徒を取り巻く社会的 ･

経済的環境の変化や､日常生活上の様々な刺激が少なからず関係していると考えられるが､

中でも､児童生徒が日中のほとんどの時間を過ごす学校生活における出来事や経験が､彼

らの健康状態にも大きな影響を与えていることが指摘されている｡特に､発育発達段階で､

心身ともに不安定な時期である児童生徒にとって､心の健康問題は重要かつ困難な課題で

あり､様々なス トレッサ一によって生じる頭痛 ･腹痛などの身体症状や抑 うつ ･不安など

の精神症状といった主観的なス トレス反応のみならず､生体指標を用いて測定された客観

的なス トレス反応は､彼らの心の健康を把握する上できわめて重要な指標になると思われ

る｡ しかしながら､生体的ス トレス反応を測定した研究のほとんどは臨床的 ･基礎的研究

であり､児童生徒集団を対象とした疫学的研究はきわめて少ないのが現状である｡

本研究は､児童生徒の唾液中コルチゾール濃度 (唾液中ス トレス関連ホルモン)を用い

て生体的ス トレス反応を測定することで､客観的なス トレス評価を可能とし､それらと包

括的な心理社会的学校環境との関連性を検証することによって､より客観的なエビデンス

を示すことを目的に計画したものである｡同時に､沖縄県全域の児童生徒を対象とした質

問紙による大規模な疫学調査を実施 して､自覚的ス トレス反応と心理社会的学校環境との

関連性を計量的に明らかにすることも目論んだ｡

本研究の成果の一部は､いくつかの学会誌に学術論文として掲載され､また､多くの演

題を学会において発表することが出来た｡本研究結果が､学校における-ルスプロモーシ

ョンを計画し実践するにあたっての科学的根拠として活用されるとともに､沖縄県の学校

保健の向上に少しでもお役に立てれば幸いである｡

最後に､本研究のような学校保健に関する疫学的研究は､多くの学校関係者の理解と協

力なしには遂行することは不可能である｡本研究では沖縄県全域の多くの小学校および中

学校の皆様のご協力を賜りました｡個人情報保護のため学校名､個人名を表記いたしませ

んが､本研究を実施するに当たり､ご協力していただきました生徒諸君ならびに先生方に

深く感謝いたします｡

平成 19年 3月

研究代表者 高倉 実
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Abstracts of Research Project, Grant-in-Aid for Scientific Research (8) (2006)

Term of project: 2004-2006

Project number: 16300222

The Effects of Psychosocial School Environment on Biological Stress Responses

among Japanese School-aged Children

Head Investigator: Minoru Takakura, Ph.D.

University of the Ryukyus, Faculty of Medicine, Professor

Summary of research results

In order to determine relationships between biological stress responses and

psychosocial school factors among Japanese school-aged children, we measured

salivary cortisol concentrations as a biological stress indicator and examined the

effects of psychosocial school environment on the cortisol levels among elementary

and junior high school students.

Subjects were 348 sixth graders (ages 11-12) at 10 public elementary schools and

328 eighth graders (ages 13-14) at 10 public junior high school students in

Okinawa, Japan. Among them, 268 children and 260 junior high students who

obtained written consent from the guardians were conducted self-administered

questionnaires and saliva sampling. Saliva samples were collected at 10:30-40 and

15:30-16:00 at each school by using Salivette (SARSTEDT). Cortisol concentrations

were determined by Radioimmunoassay kits (GammaCoat™ Cortisol for elementary

school children and TFB IMMUNOTECH for junior high school students) modified for

saliva. Psychosocial school environment was measured by questions mainly adapted

from school setting measures of WHO Health Behavior in School-aged Children Study

(HBSC). We calculated "Area under the curve with respect to increase (AUCv" and

"Area under the curve with respect to ground (AUCG)" from two saliva samples to

examine the daytime cortisol profile.

The cortisol levels showed the expected diurnal rhythm with high morning and low



evening levels among both elementary school children and junior high school students.

Elementary school girls had significantly higher cortisol levels than boys.

As for elementary school children, boys who slept less than 7 hours and went to bed

late before sampling day had significantly higher evening cortisol levels and AUCG.

There were significant differences in AUC, levels by case history, AUCG levels by

perceived health condition on the sampling day. In addition, Girls who went to bed

after midnight had lower AUC, levels, not following a typical diurnal rhythm. Some

variables such as eating breakfast, physical activity and the hour of rising were not

found to affect the cortisol levels. After controlling for the effects of other variables, less

support from parents were related to lower levels of morning cortisol for boys. For girls,

less support from teachers were related to lower levels of evening cortisol and AUCG.

Additionally, girls' unrealistic expectations from teachers and parents were negatively

associated with AUC, levels.

As for junior high school students, those who ate breakfast everyday had higher

evening cortisol levels. Those who are not physical active also had higher AUCG. There

were no differences in any cortisol levels according to other life style and health

condition variables. After controlling for the effects of other variables, any psychosocial

school environment factors were not significantly related to the levels of cortisol

concentrations.

These findings show that salivary cortisol levels were associated with children's

perceived support and unrealistic expectations from teachers and parents, suggesting

the flattened diurnal cortisol curve.

Keywords: stress responses, salivary cortisol concentration, psychosocial school

environment, social support, school-aged children, Japan
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1.はじめに

近年､児童生徒を取り巻く社会環境は複雑化し､それに伴い､学校現場において､いじめや

不登校､自殺など様々な心の健康問題が顕在化している.このような問題行動の要因は一様で

はないが､学校や家庭における日常生活上の様々な刺激が関係していると考えられる｡特に､

児童生徒が1日の大半を過ごしている学校生活での出来事や経験は､人格形成や学業成績だけ

ではなく､彼らの健康状態にも大きな影響を与えることが指摘されており､WHOをはじめと

する欧米の研究では､児童生徒の学校に対する満足度や学校活動-の参加機会､教師や友人か

らの社会的支援の認知などを含めた包括的な心理社会的学校環境と健康との関連性に着目した

概念モデルを提案している｡そこでは､支援的 ･受容的な学校環境は児童生徒の保健行動や主

観的健康､wen-beingの発達の資源となり､非支援的 ･ネガティブな学校環境はこれらの危険

因子となることが示唆されている｡しかしながら､このモデルを計量的に実証した研究は少な

いのが現状で､さらなる知見の集積が望まれている｡加えて､これまで行われてきた児童生徒

の学校ストレスに関する研究の多くは､いずれも質問紙を用いて､抑うつや不安などの主観的

なストレス反応を評価したものが多く､生体試料を用いて客観的に測定された生体的ス トレス

反応との関連性を調べた研究はほとんど見当たらない｡

一般的に､人間は様々なストレス刺激を受けることによって､体液中にカテコールアミンや

コルチゾールなどのストレスホルモンが分泌され､心拍数の増加や血圧の上昇､発汗､血糖値

の上昇といった生体防御機構が働くことが確認されている｡その中でも唾液中コルチゾールは､

生物学的活性がある血中の遊離型コルチゾールと相関が高く､被験者に痛みや不快を与えるこ

となく､簡便 ･非侵襲的に採取できることから､様々な社会生活県境下における対象集団の生

体的指標として測定するには最適であり､欧米では多数の研究で利用されている｡

唾液中コルチゾール濃度を用いたこれまでの研究では､一時的にコルチゾール濃度の増加を

もたらすストレス刺激が､長期間にわたり､繰り返されることによってコルチゾール濃度が正

常の状態に戻るのが遅くなったり､そのまま高い状態､あるいは低い状態が続いたりして､結

果として生体を病気にかかりやすくするだろうと指摘している｡児童生徒の場合､1日の大半

を過ごしている学校で､友人や教師との人間関係をはじめとする様々な出来事を経験すること

から､学校は慢性的なストレッサ一にさらされる場であり､このような学校環境からの慢性的

な刺激によるコルチゾール濃度の変動は､児童生徒の心身の健康状態を客観的に把握する上で

重要な指標となると考えられる｡

以上のことを踏まえ､本研究では､沖縄県全域の/ト中学生を対象に､生体的ストレス反応と

して唾液中コルチゾール濃度を測定することで客観的なストレス評価を行うとともに､質問紙

を用いて自覚的ストレス反応を評価し､それらに児童生徒を取り巻く包括的な心理社会的学校

環境学校がどのような影響を及ぼしているのかについて計量的に明らかにすることを目的とし

た｡

-1-



2.研究成果の概要

2-1.児童生徒の心理社会的学校環境と生体的ストレス反応との関連

本研究では､沖縄県の小中学生を対象に､心理社会的学校環境と唾液中コルチゾール濃度と

の関連性について明らかにした｡

研究方法

平成 16年度は､沖縄県全域の公立中学校から教育事務所の所在より､調査について理解協

力の得られた6学区 10校を選出し､各校の中学2年生 1クラスに在籍する生徒328名を調査

対象者とした｡本研究では､生体的指標として唾液サンプルを採取するため､対象者および保

護者から倫理的配慮として署名入りの承諾書を回収 した｡調査対象者のうち､保護者から参加

承諾が得られた260名 (男子 128名､女子 132名)を対象に､2004年 9月から12月にかけ

て自記式質問紙調査および唾液採取を実施した｡唾液は2時間目と3時間目の間の休み時間(10

時40分頃)と帰りの会 (16時頃)に一斉に採取し､RIA法にて唾液中コルチゾール濃度を測

定した｡分析には､唾液採取前の刺激状況で測定値が他の対象校と明らかに異なった 1校の全

生徒 (38名.)と外れ値を有する生徒 (2名.)､さらに唾液中コルチゾール濃度が高い値を示し

た月経中の女生徒 (14名)を除いた 197名 (男子 104名､女子93名)を分析の対象とした｡

質問紙調査の主な内容は以下の通りである｡

･心理社会的学校環境 :高倉らがWHOHealth BehaviorinSch001-agedChildrenStudy

(以下 HBSC)を参考にして作成した学校環境尺度 (学校満足度､ソーシャルサポー ト､

過剰な期待､学業プレッシャー､規則を含む)

･健康習慣 :睡眠､運動､朝食摂取の3項目

･ 抑うつ症状 :RadloffのCenterforEpidemiologicStudiesDepressionScale日本語版 (以

下CES･D)

･調査当日の健康状態 :調査前日の就寝時刻､当日の起床時刻､朝食摂取の有無､服薬の有

無､主観的健康状態､月経に関する項目

平成 17年度は､沖縄県本島から教育事務所の所在により選出した 10公立小学校6年生 1ク

ラスに在籍する児童 348名のうち､保護者から参加承諾が得られた 268名 (男子 137名､女

子 130名)を対象に､2005年 5月から6月にかけて､自記式質問紙調査および唾液採取を実

施した｡唾液は2時間目と3時間目の間の休み時間 (10時 30分頃)と帰りの会 (15時30分

頃)に一斉に採取し､RIA法にて唾液中コルチゾール濃度を測定したo対象校 10校のうち､

学校側の都合により午前のみの参加となった 1校の全児童 (28名)と十分なサンプル量が得ら

れなかった児童 (1名)､外れ値を有する児童 (午前 3名 午後 4名)は分析から除外され､

最終的に午前､午後ともに測定できた児童 232名 (男子 119名 女子 113名)を分析の対象

とした｡質問紙調査の主な内容は以下の通りである｡
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｡ 心理社会的学校環境 :高倉らがW¶OHBSCを参考にして作成した学校環境尺度

. 健康習慣 :睡眠､運動､朝食摂取の3項目

･ 抑うつ症状 :BirlesonのDepressionSelfRatingScaleforChildrenの日本語版 (以下

DSRS-C)

･攻撃性 :坂井らのProactive･ReactiveQuestionnaireforChildren(以下PRAQ-C)

.調査当日の健康状態 :調査前日の就寝時刻､当日の起床時刻､朝食摂取の有無､服薬の有

無､主観的健康状態､月経に関する項目

平成 18年度は､追加調査の必要がなかったので調査は実施せず､これまで収集した調査デ

ータの統計解析､結果の学会発表､学会誌-の論文投稿､報告書の作成を行った｡

なお､本研究の実施計画については､琉球大学医学部医の倫理審査委員会の承認を得ている｡

結果の概要

(1)小学生の心理社会的学校環境と唾液中コルチゾール濃度との関連

唾液中コルチゾール濃度は､午前の測定値が午後よりも高く､典型的な日内リズムに従って

いた｡男女別に唾液中コルチゾール濃度の差の検定を行ったところ､女子の方が男子より有意

に高く､これまでの知見と一致した｡調査当日の健康状態および健康習慣では､男子において､

睡眠時間が7時間未満の者､前日の就寝時刻が遅い者は午後の唾液中コルチゾール濃度および

採取日全体の分泌量が有意に高かった｡女子では､0時以降に就寝した者の午前と午後の変化

量が有意に低く､前述したような日内リズムに従っていないことが示された｡その他､起床時

刻や朝食摂取､内服薬の有無､運動習慣では有意な関連はみられなかった｡単変量角抑戸で唾液

中コルチゾール濃度と有意な関連がみられた変数を調整した後の心理社会的学校環境と唾液中

コルチゾール濃度との関連性を調べるため､男女別に重回帰分析を行った｡その結果､女子の

過剰な期待が午前から午後にかけて分泌された唾液中コルチゾール濃度の変化量と有意な負の

関連を示し､親や教師からの期待を強く感じている者ほど､変化量が小さく､日中の分泌リズ

ムの平坦化が生じていることが示された｡また､男子の親サポー トが午前の唾液中コルチゾー

ル濃度と､女子の教師サポー トが午後の唾液中コルチゾール濃度および採取日全体の分泌量と

有意な正の関連を示し､親や教師からのサポー トをあまり感じていない者は､午前または午後

の唾液中コルチゾール濃度が低く､採取日全体を通して唾液中コルチゾール濃度の低い状態が

続いていることから､慢性ストレス状態でみられるような日内リズムの平坦化が生じている可

能性があることが示された｡

(2)中学生の心理社会的学校環境と唾液中コルチゾール濃度との関連

心理社会的学校環境と唾液中コルチゾール濃度との関連では､過剰な期待と午前の唾液中コ

ルチゾール濃度との間に有意な負の相関関係が認められ､親や教師からの期待を強く感じてい

る者ほど午前の唾液中コルチゾール濃度が低く､日内リズムの平坦化が生じている可能性があ
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ることが示された｡重回帰分析によって､居住地域など他の変数を調整した後では､有意な関

連はみられなかったものの､同様の傾向を示していた (p<0.10)｡通常､唾液中コルチゾール

濃度は､早朝､覚醒後に最も高く､その後減少し､午後は低い値を維持するという日内リズム

に従うことが報告されているが､ストレスが繰り返し起こったり､長引いたりすることによっ

て､典型的な日内リズムが損なわれ､コルチゾール分泌リズムの平坦化が生じることが指摘さ

れている｡本研究の対象者も､日常的に親や教師から自分の能力以上に期待されることは､彼

らにとって大きなストレッサ-となり､唾液中コルチゾール濃度のリズムの変化として現れた

のかもしれない｡

また､その他の心理社会的学校環境と唾液中コルチゾール濃度との間に有意な関連は認めら

れなかった｡唾液中コルチゾール濃度に影響を及ぼすには､極端なストレス状況を経験する必

要があることが報告されており､中学生にとって､親や教師からの過剰な期待以外の心理社会

的学校環境は､それほど大きなストレッサ-として知覚されていなかったことが考えられる｡

まとめ

結論として､一部の心理社会的学校環境､特に親や教師からの期待やサポー トの認知は､児

童の唾液中コルチゾール濃度と関連することが示され､これらの認知レベルによって日中の分

泌リズムが変化する可能性があることが示唆された｡以上のことから､児童の心身の健康状態

の維持 ･増進を図る場合､親や教師からの期待やサポー トをはじめとする心理社会的学校環境

が重要な要素の1つになるのではないかと考える｡しかしながら､決定係数や標準偏回帰係数

の値が低いこと､その他の心理社会的学校環境が唾液中コルチゾール濃度と関連しなかったこ

とを勘案すると､心理社会的学校環境が唾液中コルチゾール濃度に及ぼす影響については､今

回の研究において､明確な判断ができない結果となった｡今後は､健康習慣や心理社会的学校

環境だけではなく､家庭環境など他の要因も含めて､総合的に児童生徒の生体的ストレス反応

との関連性を検討していくことが望まれる｡

2-2.児童生徒の心理社会的学校環境と自覚的ストレス反応との関連

本研究では､小中学生の自覚的ストレス反応と心理社会的要因との関連性を明らかにするこ

とを目的として､(1)学校ストレスおよび家族ストレスが抑うつ症状に及ぼす影響､(2)ソーシャ

ルサポー トの学校ストレス緩衝効果､(3)小学生における運動習慣の学校ストレス緩衝効果につ

いて検討した｡

研究方法

平成 16年度は､9月から11月にかけて沖縄県全域の6教育事務所管内から､各地区の在籍

生徒数に応じて､23中学校をランダムにクラスターサンプリングし､各学年 1クラスに在籍す

る生徒2,425名を対象に自記式無記名の質問紙調査を実施した｡そのうち､調査当日の欠席者
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139名､回答拒否者 73名､性別不明者 5名を除いた2,208名 (男子 1,116名､女子 1,092名)

を分析の対象とした｡主な調査内容は以下の通りである｡

･抑うつ症状 :CES･D日本語版

･家族ス トレッサ- :高倉らの思春期用日常生活ス トレッサ-尺度短縮版 (ShortFom of

theAdolescentDailyEventsScale､以下ADES-20)の下位尺度

･メンタル-ルス尺度 :お茶の水大学版メンタル-ルス尺度短縮版 (衝動性 ･対人緊張 ･非

効力感 ･抑うつを含む)

.心理社会的学校環境 :高倉らがWHOHBSCを参考にして作成 した学校環境尺度 (学校満

足度､ソーシャルサポー ト､過剰な期待､学業プレッシャー､規則を含む)

平成 17年度は､前年度と同様に､沖縄県全域の6教育事務所管内から､各地区の在籍児童

数に応じて､21小学校をランダムにクラスターサンプリングし､5､6年生 1-4クラスに在籍

する児童 2,777名を調査対象とした｡そのうち､調査当日の欠席者 86名､性別不明者 4名を

除いた2,687名 (男子 1,360名､女子 1,327名)を分析に用いた｡調査は､2005年 9月に学

級において自記式無記名の質問紙調査を実施 した｡質問紙調査の主な内容は以下の通りである｡

･ 抑うつ症状 :DSRS-C日本語版

･心理社会的学校環境 :高倉らがWHOHBSCを参考にして作成した学校環境尺度 (学校満

足度､ソーシャルサポー ト､過剰な期待､学業プレッシャー､規則を含む)

･運動習慣 :HBSCの身体活動項目の日本語版

結果の概要

(1)中学校の学校ス トレスおよび家族ス トレスが抑うつ症状に及ぼす影響について

沖縄県の中学生を対象に､家族構成､家族ス トレス､学校ス トレスとス トレス反応の 1つで

ある抑うつ症状との関連性について検討した｡人口統計学的要因別に抑うつ症状得点の平均値

を比較したところ､学年､性に有意な差が認められ､3年生､女子は有意に抑うつ得点が高か

った｡抑うつ得点を従属変数とし､家族構成､家族ス トレス､学校ス トレスを独立変数とした

分散分析を行った結果､男女ともに各要因の主効果がみられ､両親と同居 していない者､家族

ス トレス高群､学校ストレス高群の抑うつ得点が有意に高く､各要因は独立して抑うつ症状に

影響を与えていることが示された｡また､男子では､家族ス トレスと学校ス トレスとの交互作

用が認められ､学校と家庭からのス トレスをともに強く感 じている者は､そうでない者に比べ

て､より抑うつ症状が高まる傾向にあることが明らかになった｡本研究から､家族構成､家族

ス トレス､学校ス トレスは中学生の抑うつ症状の表出と密接に関連することが示唆された｡以

上のことから､これらの要因を測定することによって､抑うつ症状の出現を早期に発見できる

可能性があること､また学校や家庭生活におけるス トレス対処を身につけることが､中学生の

心の健康を保持増進する際に有効な方法の 1つになると考える｡

-5一



(2)中学生におけるソーシャルサポー トの学校ストレス緩衝効果

様々な刺激や出来事から受ける心身-の影響は個人によって異なり､同程度のストレッサ-

を受けても､人によってストレス反応が出現しなかったり､出現したとしてもその程度が異な

ることがある｡この過程には､ストレッサ-の影響を弱めたり､消失させる緩衝要因が存在す

ることが明らかにされている｡そこで､緩衝要因の一つとされているソーシャルサポー トに着

目し､沖縄県の中学生を対象として､教師や親､友人からのソーシャルサポー トが､学校スト

レスを軽減 ･緩衝する効果について検討した｡各変数について男女別に平均値の差の検定を行

ったところ､衝動性､対人緊張､非効力感､抑うつなどのストレス反応､親サポー トや学校ス

トレスに性差がみられ､女子の方が男子よりも有意に値が高かった｡学年別では､3年生の友

人サポー ト､学校ストレス､対人緊張､非効力感､抑うつのレベルが有意に高く､親サポー ト

は1年生が有意に高かった｡衝動性､教師サポー トでは学年差はみられなかった｡学校ストレ

スに対するソーシャルサポー トの軽減 ･緩衝効果については､4つのストレス反応 (衝動性､

対人緊張､非効力感､抑うつ)を従属変数とし､学校ストレス､ソーシャルサポー ト (教師サ

ポー ト､親サポー ト､友人サポー ト)を独立変数､さらに学校ストレスと各ソーシャルサポー

トの積を交互作用項とした重回帰分析を行った｡その結果､親サポー トと教師サポー トが全て

のストレス反応に対して､友人サポー トは衝動性､対人緊張､非効力感の3つのストレス反応

に対してストレスレベルの高低にかかわらず､直接的なストレス軽減効果を示すことが明らか

になった｡また､抑うつに対しては､友人サポー トと学校ストレスの主効果および交互作用が

認められ､友人サポー トが学校ストレスを緩衝させるストレス緩衝効果を示した｡以上のこと

から､親や教師､友人からのソーシャルサポー トは学校ストレスによって生じるストレス反応

を軽減､または学校ストレスを緩衝する効果があることが示唆された｡この時期の子ども達は､

発育発達段階からみても心身ともに不安定な時期であり､受験やいじめなど様々な生活上のス

トレスが大きな負荷となっていると考えられる｡しかしながら､日常生活上には多様なストレ

ッサ-があり､それらを特定することは難しく､ストレッサ-自体を除去することは困難であ

ることから､今後はソーシャルサポー トだけではなく他の緩衝要因､例えば､ストレスに打ち

勝つためのスキルの獲得や､ストレス過程におけるコ-ビングの要因なども含めて検討してい

く必要があると考える｡

(3)小学生における運動習慣の学校ストレス緩衝効果

沖縄県の小学校高学年の児童を対象に､ストレス反応の1つである抑うつに注目して､運動

習慣の学校ストレス緩衝効果について検討したところ､以下のような結果を得た｡学業ストレ

スと運動習慣の割合､および抑うつ症状の平均得点を性別､学年別で比較した結果､学業スト

レスでは､性別､学年ともに有意な差は認められなかった｡運動習慣では､性差がみられ､男

子の方が女子よりも活動的であった｡抑うつ症状でも有意な性差が認められ､女子が男子より

も有意に抑うつ得点が高かったことから､以後の分析は男女別に行った｡運動習慣による学校

ストレスの緩衝効果を検討するため､抑うつ得点を従属変数､学業ストレスおよび運動習慣を
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独立変数とした二元配置分散分析を行った｡その結果､男女ともに学業ストレス､運動習慣の

主効果がみられ､学業ストレス高群､非活動群の抑うつ症状は高い傾向を示した｡しかしなが

ら､両要因の交互作用は認められなかったことから､これらの要因は単独では抑うつ症状に影

響を与えるが､運動習慣の学業ストレス緩衝効果については認められない結果となった｡以上

のことから､運動習慣は､抑うつ症状に対して緩衝効果を示さなかったものの､学業ストレス

の大小にかかわらず､一様にストレス反応を軽減させる直接効果があることが示され､先行研

究と同様､精神的健康の改善や増進における運動の重要性が示唆された｡適度な運動の実施は､

体力の保持 ･増進だけではなく､リフレッシュ効果や運動を通して得られる成功体験､自信の

高揚などによってストレス反応の軽減につながることが推察され､ソーシャルサポー トと同様

に､児童生徒の精神的健康を軽減する要因の 1つになると考える｡

まとめ

本研究の結論として､沖縄県の児童生徒にとって､学校ストレス､家族ストレス､家族構成

などの心理社会的要因は精神的健康に影響を及ぼす要因となることが示唆され､男子では､学

校や家庭からのストレスの相乗効果により､さらに精神的健康が悪化する傾向にあることが示

された｡このことから､男女ともに家族ストレス､学校ストレスを軽減することが､児童生徒

の精神的健康を保持増進する上で重要な要素の 1つだと推察されるが､このようなストレッサ

-は､小中学生の多くが家庭や学校など日常生活において体験することであり､精神的健康に

影響を及ぼすストレッサ-を特定したり､除去したりすることは困難だと考えられる｡そのた

め､これらの要因が児童生徒の精神的健康を悪化させる要因であることを理解し､ストレス反

応を緩衝する要因についても検討していく必要があるだろう｡本研究では､緩衝要因として､

ソーシャルサポー トと運動習慣に着目し､学校ストレスに対するストレス反応緩衝効果につい

て検討を行ったところ､親や教師､友人からのソーシャルサポー トおよび運動習慣は､ストレ

ス反応を軽減､または緩衝する効果があることが示され､児童生徒における心の健康問題の予

防および改善を図る勢合､日常生活におけるストレス ･マネージメントはもちろんのこと､ソ

ーシャルサポー トの確保や適度な運動の実施が重要な構成要素になると考える｡今後は､実際

の学校現場において､これらの構成要素を取り入れた健康教育プログラムを確立 ･実践し､介

入評価研究による十分な証拠の蓄積が課題となる｡

以上､平成 16年～18年度科学研究費補助金 (基盤研究(B)163(泊222)で行った ｢個人 ･集

団レベルの心理社会的学校環境が生体的ストレス反応に及ぼす影響｣の研究成果の概要を示し

た｡これらの詳細については､以下にフル論文として掲載している｡また､学会誌掲載論文や

学会抄録として公表されており､それらは資料として添付したので参照されたい｡
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