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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は，特別支援学校高等部に在籍する生徒の体力や活動量の現状を調査す
ることである．また，卒業後の身体機能維持のために体育の授業が生徒に与える効果を検討することである．そ
の結果，握力は健常生徒よりかなり低いこと，3年間の変化が少ないこと，また，日中活動量増加の一因は，校
内で教室から体育館などへ移動することであることが示された．さらに教員と外部専門家が連携して生徒の身体
機能維持に向けた健康教育を行える可能性が示唆された．

研究成果の概要（英文）：A purpose of this study is to investigate the present conditions of physical
 strength and the active mass of a high school student registered at a special support school. In 
addition, it is to examine the effect that a class of the physical education gives to a student for 
body function maintenance after the graduation. As a result, it was shown that a grip was thing that
 was considerably lower than a normal student, that there were few 3-year changes, that the cause of
 the active mass increase moved from the classroom to a gymnasium on campus. Furthermore, 
possibility that an outside expert cooperated with a teacher and could perform healthy education for
 the body function maintenance of the student was suggested.

研究分野： 身体機能リハビリテーション

キーワード： 特別支援学校　体力　活動量　外部専門家　連携
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）近年では，健常児において体力低下が
クローズアップされ，体力作り活動や体育の
授業改善が盛んに行われている．就学期の児
童や生徒は体育や総合型地域スポーツクラ
ブの活動などを通して定期的に身体活動を
行う環境が設定され，運動やスポーツに対す
る興味や関心を高めることが可能となる．ま
た，運動の効果は運動の継続で明らかになる
部分も多い．しかし障害児は健常児と異なり，
自ら進んでスポーツに親しむ機会が少ない
ため，運動を継続している子どもはわずかで
ある．また，障害児に対する体育授業の内容
や身体活動量は不明な部分が多い．一般校で
行われている体力・運動能力調査は，障害児
が在籍する各校の実情に合わせて決められ
ることが多いため，その児童生徒の障害にお
いて肢体不自由が多い場合は，調査を実施し
ないこともある．従って，児童生徒は自分の
体力や運動能力の評価を受ける機会が得に
くいことが考えられる．さらに卒業後の身体
活動量の変化に関しては，生徒の日常生活レ
ベルや生活環境の差異もあり，卒業後の定期
的な運動継続状況あるいは定期的な運動を
継続しなくなることにより生ずる変化は不
明な点が多い．一方で特別支援学校高等部を
卒業した肢体不自由生徒の多くは，生活地域
の作業所等にて日中就業をする機会が多い．
特に地方においてはその割合が高く，そのた
め卒業後の身体活動が在学時よりも減少す
る可能性が高いと考えられる．そのため，特
別支援学校でも学齢期の児童生徒の体力の
程度について把握し，その変化について検討
することは，一人一人の発達に見合った学習
課題を提供する上でも重要であると考える． 
（2）学校は，障害児が身体活動を経験でき
る貴重な場であると考えられる．中でも体育
は，授業を通じて生徒自身の身体活動に対す
る可能性を引き出し，自らの身体機能につい
て考える重要な役割を持つ．一方で，特別支
援学校に勤務する教員は，障害に対する理解
や生徒の指導方法に苦慮している側面が見
受けられる．特に肢体不自由生徒の身体活動
に対して，支援の質や量など介入の程度やそ
の方法についての配慮を生徒一人一人に個
別に行う必要が生ずるため，新任教員や経験
年数の少ない教員への負担は増加すること
が考えられる．また，身体機能障害に関する
知識や支援技術は，教員が経験だけで培うこ
とが困難であり，このような状況のもと，全
国各地で学校教育現場に医療関連専門職種
の採用や配属が始められている（小玉，2013）．
特別支援学校に臨床心理士や言語聴覚士，作
業療法士，理学療法士等国家資格を持つ専門
職が採用され，保護者とも連携し，児童生徒
の日常的な生活から必要な支援を考え，現場
の教員と活動内容を共有しながら児童生徒
の成長や発達をサポートする．これにより，
教員の側の漠然とした障害に対する不安な
どは軽減され，授業の構成なども改善できる

と考える．しかし，本来このような支援は学
校教育活動時のみに留まらず，卒業後に日常
生活を過ごす中でも必要になる．高等部の生
徒においては，学年進行に伴い卒業後の生活
を見据え，自らの身体機能についての理解，
機能維持に関する知識やその実践方法等も
持ち合わせる必要が生ずる．これは障害が比
較的軽度で日常生活の多くを自立できると
考えられる生徒には，より不可欠な部分であ
ると考える．  
（3）特別支援学校高等部の生徒に対し，卒
業後の自身の進路を見据えた上で，健康維持
増進の意識を高めることを目的とした活動
を授業の中で経験させることにより，生徒の
健康維持管理の意識やスキルがより高まる
可能性が生じると考えられる．授業は学校と
いう枠組みの基本的活動であるが，支援が必
要な生徒の身体的・精神的発達に伴い，必要
な情報を提供し，生徒自らが選択，意志決定
して実施することも重要となる．そこに医療
的知識を持つ専門職が関わることで，生徒へ
の具体的方法の助言，指導はもとより，教員
の負担軽減や支援内容に対する情報提供，ま
た実践活動にもつながることが考えられる． 
  
２．研究の目的 
 本研究の目的は，特別支援学校在籍生徒の
体力や日常活動量およびその卒業後の変化
を調査し，医療等専門職が教員と連携し，授
業を通じて各生徒に必要な助言・指導内容を
提供する方法を検討することである．また，
このような活動が生徒の卒業後の健康維持
等に与える効果を明らかにすることである． 
 
３．研究の方法 
（1）計測調査 
 A 県特別支援学校高等部在籍生徒のうち，
身体機能レベルが比較的高いクラスで体育
授業を体育館等で実施できる生徒 30 名を対
象とした．実施に当たり本人・保護者および
担当教員への説明と同意を得た上で，承諾の
得られた生徒に対して計測を実施した．計測
項目は握力と校内活動量とし，握力はスメド
レー式握力計（T.K.K5001，竹井機器工業社
製）を用い，文部科学省の新体力テストの計
測方法に準じて実施した．ただし，杖等を使
用して立位保持が不安定な生徒は椅子座位
で，車椅子使用の生徒は車椅子座位にて計測
を行った．さらに，手指など上肢機能に障害
のある生徒には，血圧計を用いた方法（前田
ら，1982）に準じて計測を行った．得られた
データは性別および移動様式により独歩（補
装具使用を含む）群，車椅子自操群，電動車
椅子群の 3 群に分けて検討を行った． 
 また校内活動量の指標として歩数と総消
費エネルギー量を用いた．これらは独歩可能
な生徒に対し，活動量計（TANITA 社製
AM-140）を用い，登校後から下校まで装着
して計測した．計測期間は原則 1 週間であっ
たが，欠席なども考慮して 2 週間計測を実施



し，可能な範囲で最低 1 週間の状況を把握し
た．さらに活動量計装着期間の校内での活動
日誌を作成し，授業等の内容を本人または担
当教員より記録してもらい，各計測値との関
連を検討した． 
（2）握力および校内活動量の結果は，性別
および各学年別で検討を行った．また経時的
に変化が確認できたものについては各生徒
の各学年の変化を検討した．  
（3）授業における生徒個別の助言・指導に
ついては，教員に対するアンケート調査を行
うとともに体育の授業に参加することで，具
体的な動作指導等を実施する機会を得た．ま
た，体育の時間以外に自立活動の時間に介入
し，生徒本人や各担当教員がセルフトレーニ
ングの方法や介助・支援技術など，それぞれ
の生徒の問題点や課題などを挙げて個別に
相談する機会を設け，定期的に助言・指導を
行った． 
 
４．研究成果 
（1）握力については，独歩（補装具使用を
含む）群，車椅子自操群，電動車椅子使用群
で有意な差が認められた．また女子より男子
が高い値を示した．独歩群男子の平均値は約
33kg，同群女子が約 19kg となり，各年度で
文部科学省・スポーツ庁が公表している「体
力・運動能力調査」の健常児の平均値と比較
して，男子では 13〜14 歳，女子では 10〜11
歳程度の値であることが示された．また，車
椅子使用群男子の平均値は約 20kg，同群女子
では約 14kg となり，同様に比較して男子が
11 歳程度，女子が 9歳程度であることが示さ
れた．電動車椅子群は人数が各年 1〜2 例で
あったため，比較は行わなかった．さらに，
独歩群で握力を経時的に確認できた生徒に
おいて，高等部在籍期間での学年進行に伴い，
男女とも各学年時の平均値には大きな変化
が見られなかったが，肢体不自由よりも知的
障害や発達障害を主とする生徒では，学年進
行に伴い握力が増加している傾向が見られ
た．一般的な握力の年齢変化は，前述の体
力・運動能力調査結果から，高校生年代（15
〜17 歳）において男子は約 4kg，女子は約
1.5kg 増加している．一方，中学生年代（12
歳〜14歳）の変化を見ると，男子では約11kg，
女子で約 5kg 増加している．これらのことか
ら，高校生年代での増加は中学生年代よりも
その変化が少ないことが伺える．そのため，
特別支援学校高等部に在学している生徒の
計測値の経年変化が少なかったのは，中学生
年代と比較して健常高校生年代での変化が
少ないことと関連していることが示唆され
た．そのため，今後は移動手段や身体機能障
害のレベルをより詳細にして比較すること，
中学部の計測を実施すること，また，中学部
から継続して在籍している生徒と，中学まで
は一般校に在籍し，高等部に入学した生徒と
の運動歴や生活背景の違い，経年変化などを
詳細に検討する必要があると考える． 

（2）活動量について，独歩群の歩数は各年
とも平均で約 2,300 歩であった．しかし，体
育の授業がある日は多い生徒で約 5,000〜
7,000 歩を示し，有意な差を認めた．また行
事等がある日も同様に増加を示した．総消費
エネルギー量は体育のある日に多い傾向で
あったが有意な差は認められなかった．今回
の計測時期は冬期間で，校外施設を使用する
ことは少ない時期であり，各生徒の校内の移
動の有無で歩数に差が生ずることが示され
た．また歩数を経時的に確認できた生徒にお
いて，高等部在籍期間での学年進行に伴い，
男女ともその値に大きな差が見られなかっ
た．なお，比較のため一般高校生の校内での
歩数を同様に調査したところ，平均約 5,000
歩であった．また体育授業のある日で多い生
徒では約 11,000 歩であった．これらのこと
から，特別支援学校高等部の独歩が可能な生
徒では，一般高校生の歩数の 50％程度である
ことが考えられた．従って，特別支援学校の
独歩可能な生徒は，体育の授業での活動や校
内での教室移動の機会の有無が日中の活動
量に大きく影響することが示唆された．さら
に体育の内容との関連では，調査時期はダン
スや自主メニューを選択する時期であった
ため，種目によっても値が変化する可能性が
あること，また，今回は各年によって人数が
3 名〜7 名と差があったことから，今後は個
別活動状況や経年変化を検討することも必
要になると考える． 
（3）体育の授業内容に関し，調査校では発
達障害や知的障害を主とする生徒と肢体不
自由を主とする生徒が混在して体育のクラ
スを構成している現状がある．また，学校の
教育計画に沿った中で，ダンス発表会や特別
支援学校スポーツ大会に向けた各種目練習
なども取り入れられている．その中で，2016
年度よりハンドサッカーを導入した．体育担
当教員とともに講習会に参加し，普及活動を
行った．それまでの授業では障害者スポーツ
種目としてボッチャが多く行われていたが，
ハンドサッカーでは身体機能に応じてポジ
ションが配置され，各生徒に役割を持たせる
ことができる．移動が可能な生徒は，独歩で
も電動車椅子でも決められたコート内を自
由に動くことができ，相手との接触もある．
肢体不自由が重度な生徒にも自分の役割が
明確になり，得点するチャンスが生じてチー
ムへの貢献が可能となる側面を持つ．このよ
うな競技特性は，調査校のクラス編成でも非
常に有用であった．授業導入後は身体機能の
高い生徒の運動量増加はもとより，生徒が協
力して活動する場面が増え，生徒からもハン
ドサッカーへの関心は高く，今後はボッチャ
と並行して継続的に実施することとなった．
なお，このような種目の導入に際し，教員が
情報を入手しても研修などに出る機会が非
常に限られていることが，競技の周知や普及
に至らない一因であることが伺えた．また，
移動手段が限られている生徒たちが校内で



活動できる利点も踏まえ，各校を会場とした
外部専門家による講習会等の開催が，障害児
の体力・運動づくりには特に重要と考える．  
 体育の各種目では，生徒個別の身体機能に
合わせた動作や用具の使用方法について検
討することが多かった．一例として，スポー
ツ大会の種目練習では，理解力の高い生徒に
対し，タブレット型 PC で車いす駆動時の動
画を撮影して車いす操作の確認などを行う，
またフライングディスクやビーンバックの
把持や投げる方法について動作を検討し，助
言，指導を行う，などであった．PC 等の利用
は課題が視覚的に捉えられることで動作改
善に結びつけやすいことから，一般校の体育
授業でも導入され始めている．そのため，今
後は特別支援学校でもこのような方法を用
いることで，生徒自らの身体機能の認識が高
まることが示唆された．一方で，クラスの構
成上，生徒の身体機能レベルが様々であり，
また体育担当教員の他に複数名の教員が支
援のため配属されているが，日によって担当
者が少ないことも多い．特別支援学校での課
題として挙げられる人員不足は，体育実技な
どではリスク管理とも関連して特に重要で
ある．担当教員が出張等で不在となり，当日
担当する生徒の身体機能について教員側の
理解が深まらないまま対応している状況も
伺えた．そのため外部専門家の授業参加機会
の増加により，生徒の具体的な身体機能の課
題に関わる部分が増え，その解決に結びつき
やすい側面もあることから，様々な方法で支
援の取り組みが可能なことが伺えた． 
 一方，各生徒個別の身体機能維持や改善に
関して，現場教員からの要請で，体育の授業
での対応だけでなく自立活動の中での個別
対応について検討し，実施することとなった．
生徒の多くは通院して学外で理学療法や作
業療法を受けている．また，教員がその場面
の見学に出向し，練習課題として校内での実
施に繋げている．しかし，学校は院内や施設
の環境とは異なり，使用できる用具や環境設
定が困難なことが多い．例えば，学校では転
倒，転落を防止する観点からも床面での介助
などが行われている．調査校でも床面より
50cm 程度高くなった畳敷きの部屋などでケ
アが行われており，教室にベッドはほとんど
ない．生徒のケアや自立活動時には持ち運び
移動が可能な畳やセラピーマットへの移動
が多く，教員が抱えて移乗するケースが多か
った．立位が取れて歩行練習が可能な生徒に
対しても，全介助や 2人で移乗させる，とい
った身体機能に対する練習課題と日常生活
場面での身体使用が乖離する現状も伺えた．
そこで，教員が生徒の通院時見学で得た情報
や内容について，実際に使用する教室を使用
し，生徒も交えて自立活動の中で実施する機
会を設けた．また生徒の能力に応じたトラン
スファー方法について助言，指導を行った．
特にトランスファーは，特別支援学校教員の
腰痛発症等，身体健康管理にも強く影響を及

ぼしているため，教員への助言・指導も重要
であると考える．さらに機能障害の程度によ
っては通院が終了している生徒も多く，この
ような生徒に対しては，教員と協力して自主
練習が可能な運動などを適宜指導し，定期的
に確認することで，卒業後の身体機能維持に
向けた意識向上を図ることが可能となった． 
（4）今後の課題として，卒業後の継続調査
協力を卒業年次の保護者に対して文書によ
り依頼したが，承諾が得られず，卒業後の継
続的な調査が困難となった．そのため在学中
の結果を基にした卒後の状況調査が不可能
であった．教員も含め，保護者の理解が得ら
れるよう連携する準備が不十分であったこ
とが考えられるため，校内調査の時点から周
知方法の再検討を行い，また，授業内での実
際の活動量の詳細や変化，各生徒の障害の種
別に対して対応できる計測方法，使用機器の
設定などを含め，引き続き継続的な調査を行
いたいと考える． 
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