
「心と身体のヘルスケア」読本



もっとみんながわかってくれたら ・・・ 子どもは居場所をなくしません

もっとみんなに知識があったら ・・・ 子どもは孤独をかかえません

もっとみんなが連携できたら ・・・ 子どもは自分を失いません

どうぞ、もっと知ってください

本当に苦しんでいるのは、子ども自身です

不安で仕方がないのは、子ども本人です



起立性調節障害（OD）

起立性調節障害は、まずその発症機序を子どもと保護者に十分に理解
してもらうことが大切です。

☆子供の心理社会的背景
・ 強い症状に対する不安
・ 周囲から仮病扱いされることへの苛立ち
・ 親子関係における様々な葛藤
・ 学校生活でのトラブル
・ 学校不信 など



ODのチェック診断
①～⑤のそれぞれ

「はい」２点、「ときどき」１点
「いいえ」０点

計４点以上の場合
８０％の確率でODである。

⑥～⑨もしばしば起こる症状



OD（起立性調節障害）でみられる症状

身体的な症状
・ 頭痛
・ 立ちくらみ
・ 動悸
・ 食欲不振
・ 全身倦怠感
・ 失神発作 など多様な症状

情緒的・行動的な症状
・ 朝に起きられない（睡眠障害など、夕方以降は元気になる）
・ 夜になかなか寝付けない（副交感神経が休まらない）
・ 立っていると気分が悪くなる（冷や汗・動悸・失神などを伴う）
・ 集中力の低下（午前中は思考力が低下し頭がまとまらない）
・ イライラ感（考えがまとまらずイライラする） など

※ 起立性調節障害は、思春期で最も起こりやすい疾患の一つであり、
頻度は約5～10％と大変に多いものである。



OD（起立性調節障害）の頻度

参考事例：アンケート調査
①「朝起きが悪く、午前中調子が
悪い」に対して「はい」または「とき
どき」と答えた子どもは、小学生で
45％以上、中学生では60％前後

②「立ちくらみやめまい」があると
答えた子どもは、小学生で約25％、
中学生で約45％

③「立っていると気分が悪くなる」
と答えた子どもは小学3～4年生で
は約10％にすぎないが、中学2年
では約30％

ODは、中学生や高校生に多く、現在患者数１２万

人を超えている。しかし、これらの症状は大人にな
ると治ることが多く、軽いODは思春期の発達段階

に特有の生理的反応で病的なものではないとも
考えられている。

また、男女差では小中高を通して女子に多く、
ゲームやインターネット・スマホが普及してきた

平成１０年以降から増加している。これは、ブルー
ライトの浴び過ぎによりメラトニン生成が抑制され
睡眠障害などを引き起こしている可能性もある。



適応障害

適応障害は社会的なストレスによって生じる精神疾患ですが、社会的な
ストレスは大人だけでなく、もちろん子供にも存在します。

☆ひきこもりになりやすい子のパターン
① 人間関係の感受性が強い
② プライドが高い
③ 気が弱い

２歳～４歳の頃に、セルフコントロールができていない子が多い。
（がまんさせることは大切 → 周りに適応させる訓練になる）



A.循環器機能異常のある起立性調節障害

起立失調症状以外に共通する症状には、慢性疲労、朝起き不良、午後から体
調回復、入眠障害、頭痛などがある。
1)～(4)の約半数に神経的登校拒否を合併し、また下記の精神疾患を合併す
ることもある。

•(1) 起立直後性低血圧(mild form, severe form)
起立直後の立ちくらみや眼前暗黒感、心悸亢進、全身倦怠感

•(2) 遷延性起立性低血圧

立位途中から生ずる気分不良、顔面蒼白、四肢冷感、心悸亢進、頭痛、全身
倦怠感、発汗

•(3) 体位性頻脈症候群
起立中の心悸亢進、全身倦怠感

•(4) 神経調節性失神
上記症状に加えて失神発作、痙攣

B.循環器機能異常はないが、OD症状を呈する病態

•(1) 過敏性腸症候群
頭痛、繰り返す便秘や下痢が主症状となる。

(2) 睡眠覚醒スケジュール障害、昼夜逆転リズム

•(3) 精神疾患
a. 適応障害
b. 不安障害（分離不安、過剰不安、回避性障害、パニック障害）
c. 身体化障害
d. うつ、うつ状態

OD（起立性調節障害）の分類

☆ ODには数種類の
サブタイプがあるので、

タイプ別に適した治療
が必要である。

※ 学校にいけない場合、
ズル休みだと叱ると症状が
悪化する場合があるので、
まわりの理解が大切 !!



OD（起立性調節障害）の改善

運動療法 運動は、散歩程度の歩行にします。
ODの多くは運動が嫌いですが、横になりっぱなしならないようにする。
また心拍数が120を越えない程度の軽い運動は毎日行う。

起立時 起立時には、いきなり立ち上がらずに30秒程かけてゆっくり起立する。

また歩き始める時にも、頭位を前屈させれば、脳血流が低下しない
ので起立時の失神を予防できる。

また起立中には、足踏みをしたり、両足をクロスに交叉すると血圧低
下が防げる。

生活リズム 早寝早起きなどの規則正しい生活リズムを心掛けるようにするが、
これは実行困難であるので、声かけ程度にする。
ゲーム・スマホ・パソコン類は、睡眠２時間前以降はしないようにする。

気温調節 気温の暑い場所は避ける。高温の場所では、末梢血管は動脈、静脈
とも拡張し、また発汗によって脱水をおこし、血圧低下を起こす。
※体育の授業を見学する時は、必ず保健室などの室内にいて、

座って待機するようする。

食事 ODの子どもは塩辛いものを好まない。
循環血漿量を増やすため、やや多めの食塩摂取は効果がある。



適応障害となりやすい環境

適応障害の特徴
発症の原因について患者自身が「明確な自覚を持つ」という点。

※ 子供の場合、それを自分で上手く表現して親に伝えることができなかったり、
あるいは表現していいものかわからずに、内にこもってしまうケースなどが
あるため、体調不良や不登校にもなりやすい。

子どもの環境における社会的ストレス
・ いじめ
・ クラスメイトとの人間関係
・ 成績
・ 卒業後の進路への不安
・ 部活内のもめごと
・ 先生との相性
・ 大人側からのプレッシャーや無理解
・ 環境の変化 など



適応障害でみられる症状①

身体的な症状
・ 胃炎
・ 頭痛
・ 吐き気
・ 不眠 など多様な症状

※ 適応障害によるこうした身体的な異常は、内科的な検診では原因が特定
できない為、原因が特定されるのは適応障害が悪化してからとなってしまう
のが通例である。

情緒的な症状
・ 理由もなく（あるいは些細な理由で）不安になる
・ 妙に先々のことまで心配になる
・ 神経過敏になる
・ 思考がまとまりにくくなる
・ 憂鬱になり気分が塞ぐ
・ 涙もろくなる など情緒が混乱状態



適応障害でみられる症状②

行動面でみられるケース
・ 時間が守れない
・ 約束に対する義務感の低下

宿題をしなくなったり、忘れ物が多くなる
・ 規律精神の低下

遅刻や欠席の増加
・ ミスの時に嘘をついたり、ごまかす
・ 自制心の低下

徹夜して夜通しゲームをする
・ 規則を遵守する精神の低減

万引きなどの軽犯罪
など

※ 適応障害によるこうした集団行動意識の低下は、日常生活に影響を及ぼし、
ますます社会への適応性が低下してくる。



適応障害になりやすい人

対応能力
個人のストレスに対する対応能力は、その人の元々の性格と強く関係している。

なりやすい性格
・ マジメな人
・ 完璧主義者
・ 生真面目
・ 心配性（不安症）
・ 頑固
・ 責任感が強い

など

※ こうした特性を持つ人は、適応障害だけでなく他の精神疾患にも
かかりやすいと言われている。
また、臭いに敏感、潔癖症、アレルギー体質などとも関連して
日常生活で人一倍しんどい思いをしている場合も多々見受けられる。



適応障害の改善

相談できる場（カウンセリングの活用）
人一倍ストレスを多く感じているため、周りの大人がうまくそれを受け止め、
なんでも相談できる人、相談できる場所をつくることが大切。
まずは本人が好きなことを重視し、生きる目標を見つけていかせる方向性で。

不登校になった場合
・ 子供の自覚するストレスを把握する
・ できるだけストレスの原因を取り除く
・ ズル休みではないので、責めない
・ ゆったりとした気持ちにさせ、大丈夫だと安心させる
・ 日常生活の規則正しいリズムは守らせる
・ 引きこもりにならないよう、散歩や買い物などに連れて行く
・ 学習意欲がある場合は、勉強面での遅れが不安材料にならないよう

本屋に一緒に行って自分の好きな教材・ワークを買わせる
・ 栄養面に気をつけて、バランスのよい食事を心がける
・ 家族がテレビを見て一緒に笑ったり、精神的余裕のある環境をつくる

※ 「病気」なら治りやすいが、治療に時間がかかるので「障害」といわれている。
改善までに５年程度かかるといわれており、受け止める大人側の度量も必要。



ストレスケア法

ストレス社会といわれる現代、大人にも子供にもたくさんの事がのしか
かってきます。そのストレスが爆発してしまったとき、その責任を誰かの
せいにして押し付けあっても仕方がありません。子育てはお互いの気持
ちを思いやり、子どもは社会皆で見守っていきましょう！

☆大人 ・・・自分のストレスの原因をある程度明確に捉える事ができ、
周囲への相談などでストレスの原因に対しての対処行動
を取りやすい。

☆子供 ・・・自分のストレスに対して対応できなかったり、或いは対応
したいのに上手く出来ないという形で発症するケースが
多く見受けられる。



☆保護者の方へ

子供が不安定な状態のため、保護者の方もついつい頑張りすぎて
しまいます。そのストレスから病気になってしまう場合もありますので
子育ては７割の力で、長期戦に備えましょう。
また、誰かに悩みを打ち明け表現することで気持ちがラクになりますよ。

「子育ての注意点」 （精神科医 樺沢紫苑さんの話）
・管理・監督するスタンスで子どもと接するのが１番悪い方法
・サポーターとして見守り、温かい言葉で応援するのが１番良い方法

親が監督やコーチの立場で接すると、互いに思い通りにならない
ストレスがかかるため、子どもにとって負担のない関わり方で！

☆子育ては、バランスと距離感が大切

『信用と信頼で成り立つスタンス』

子どもの力を信用して見守りましょう！



学校に行けない原因を見つけて、悪者探しをするのは１番泥沼にはまるパターンです。
（精神科医 樺沢紫苑さんの話）

■義務教育中は、いくら休んでも卒業はできるので、焦らないことが大切。

■少しずつ、生活パターンを整えていきましょう！

学校に行けなくなる人の生活のパターン
夜中にゲームやネットをやっている

「昼夜逆転」

・ なるべく規則正しい生活に近づける
・ 夜はゲームやネットはない
・ 身体のリズムを整える

学校に行けるために



☆学校の先生へお願いしたいこと

一生懸命がんばる子どもは、頑張りすぎてしまいます。
勉強も、友達関係も、クラブ（部活）や委員などの役割も・・・
まわりの面倒も見て自分の役割も果たす子は、大人にとって便利な
存在となって、気づかぬまま多くの事がその子にのしかかります。
そのストレスは人知れず子どもの心に積み重ねになって、やがて
家庭内でフラストレーションの爆発が起こり始めます。

学校に来れなくなった時、安易にカウンセリングをすすめる先生たち・・・
本当にそれがベストな選択なのでしょうか？
学校でいい子にしていた子どもが、自分を本当にわかってもらいたい
のはいったい誰なのでしょう？
あまりよく知らないカウンセリングの先生？ それとも保健室の先生？

☆「ガンバらなくていいよ」の教え （福井県かつやま子どもの村小・中学校）

『話す・聞く・想う』

やがて子どもは自分の意見や考えをきちんと伝えられる子になります

・自分の意見を言う
・人の話を聞く
・相手の気持ちを想う



もともと片頭痛や緊張型頭痛などの頭痛持ちの人が、頭痛薬の飲み過ぎにより、か
えって毎日頭痛が起こるようになった状態を「薬物乱用頭痛」といいます。

市販鎮痛薬の飲み過ぎによるものが多いですが、医師から処方された薬によっても
起こります。

■次のような症状が当てはまる人は、薬物乱用頭痛の可能性があります。

・月に15日以上頭痛がある。
・頭痛薬を月に10日以上飲んでいる。
・朝起きたときから頭痛がする。
・以前はよく効いていた頭痛薬が効かなくなってきた。
・薬をいくら飲んでも頭痛が以前よりひどくなってきた。
・頭痛の程度、痛みの性質、痛む場所が変化することがある。
・以前は月に数回、片頭痛が起こっていた。

薬物多用による頭痛に注意！



ひどい頭痛を経験すると、頭痛発作への不安から鎮痛薬を予防的に服用するよう
になり、飲む回数や量が増えていきます。すると次第に、脳が痛みに敏感になり、
頭痛の回数が増え、薬も効きにくくなってくるという悪循環に陥ってしまうのです。



体調不良で長期にわたり学校に行けなくなった時、よくカウンセリングを勧められます
が、「カウンセリングの本来の意味」と「カウンセラーの技量」によっては、薬物の副作
用より危険もあることを知っておいて下さい。

（精神科医 樺沢紫苑さんの話）

■カウンセリングを受けると必ずといって言いほど症状が悪くなる。
（これこそが意味のあるカウンセリング。そうでなければ意味はない）

カウンセリングの本来の意味
自分の心の悩みに直面して思い出したくない過去や親や友達との
関係などを掘り返して、それを乗り越えていくこと

すごいショックを受ける。調査が悪くなる。
トラウマ、コンプレックスを心の１番奥に封じ込めて
いるのを表に出す作業 → 痛みが伴う

カウンセリングの注意点



■安易な気持ちでカウンセリングを受けると、受けない方がいい場合が多々ある。

本当に「本人」がカウンセリングを望んでいるのか？
家族が本人のためと思って無理に連れて行っても、
結局はショックで来なくなるケースが多々あり、そうなって
しまうと来た時よりひどくなってしまう。

傷口が開いたまま放りっぱなしという状態になるので、
大変になることを知っておいて！！

カウンセリングは、
乗り越えていく治療法なので
よく理解してカウンセリングを
受けてください！！



・多くの心理学・精神分析 ・・・ 過去を扱う
「過去を顧みて、今を変えよう」という発想

[質問] 幼児期は？ 身内にはどんな人が？
お父さん・お母さんとの関係は？ いじめられた経験は？

このトラウマを処理することで、現状の問題を解決する。

☆過去のトラウマは、「パンドラの箱」になりうる
カウンセラーの力量にもより、解決までに持っていけないのに
パンドラの箱をあけてしまうと、かえって患者に迷惑をかけたり
症状を悪くしてしまうことがよくある。

（精神科医 樺沢紫苑さんの話）

・アドラー心理学 ・・・ 過去を問わない
「過去は過去として置いておいて未来に向かおう！」

アドラー心理学の薦め



■アルフレット・アドラー著 『人生に革命が起きる１００の言葉』より

「遺伝もトラウマもあなたを支配してない。
どんな過去であれ未来は
今ここにいるあなたがつくるのだ。」

ポジティブシンキング

勇気づけられる

「いま」から変わることで、
「未来」は変わります！
肩にのっているトラウマも
心を占めている過去の自分も
安心して捨ててください！
あなたは、絶対大丈夫！！



■最強のストレス発散法は、「睡眠」

・身体的・精神的なストレスの緩和
・感情と記憶の整理が行われる

眠ることで嫌な事が忘れられる
記憶のディテールが忘れ去られていく

☆嫌なことに立ち向かうより、
忘れることの方がストレスが少ない

（頭の中にいろいろな事が浮かんで来た時
１度眠って冷静になりましょう。
熱くなっている時に、結論を出してはダメです）

ストレス発散法・対処法



■ストレスに強くなるために、「ストレス耐性」をつける

ストレス耐性・・・ストレスに負けない心の体力を養う

子どもの頃にどれだけ我慢する訓練ができているかによって、
大人になってからストレス耐性に違いが出る。

■メンタルトレーニングをする

新しい物事や人との出会いに挑戦することが苦手なのは、生物が本来
意識している「快適領域」から出る事なので恐怖心がるのは当たり前。
ちょっとしたことに傷つかないように訓練する必要がある。

生物 ・・・ 種の保存の法則、自己保存の法則
自分のテリトリーから出ないようなプログラムになっている

☆ぷちチャレンジから始めよう！！
（簡単な事から始めて、少しずつ不安感をなくしていこう）



■不安の９０％は、「実現しない不安」だと認識する

・いろいろな不安が湧き上がってきて、それにさいなまれる
・ほとんどが取り越し苦労で、現実には起こらない

日記を書く ・・・ どういう状態で不安に陥りやすいか
どんなことが不安に感じたのか
その不安は、その後で本当に起こったのかの検証

☆認知療法
・自分で自分の行動や考え方を客観視する
・自分を洞察することで不安を取り除く

不安感を取り除く方法



■不安は、脳の中の扁桃体が興奮した状態である

扁桃体の興奮を鎮める方法

言語情報 ・・・ その不安を言葉に出すだけで不安感は治まる
日記など文字であらわしても良い

言葉が脳の別の部分をコントロールしているので、
自分でプラスに変換して言葉に出すだけで、
扁桃体を抑制できる。

「○○○になったら、どうしよう・・・
でも、それってめったに起きないな」

「うん、やっぱり起きなかった。
考えすぎなくても大丈夫だ。」



①何もしないでボ～とする時間
昼： 緊張 夜： 弛緩
休日に家でダラダラ過ごす

☆明日に向けてのエネルギーをチャージする時間

②十分、寝ること
眠りに勝るエネルギー回復方法はない

③人と会いすぎない
人と会うと楽しいが、緊張する
一人で過ごす時間を用意する

④運動をする
汗を流す
有酸素運動をすると成長ホルモン（身体の回復を促す物質）が出る

心の充電方法



⑤楽しいことをする
自分の好きなことで発散
やりすぎないことが大切

☆心のエネルギーが減っている時に無理して活動
しすぎると、心のエネルギーが０になる。
そうなるとメンタルの病気になってしまうので
バランスが大切！！



セロトニンを増やす食品

①トリプトファン
トリプトファンには、脳に運ばれるとセロトニンを生成する働きがある

☆トリプトファンを多く含む食品
・ 牛乳・チーズ・ヨーグルトなどの乳製品
・ 豆腐・納豆・しょうゆ・味噌などの大豆製品
・ カツオ・マグロなどの魚類
・ アーモンド・ピーナッツなどのナッツ類
・ バナナや小麦胚芽、卵

②ビタミンB6
・ サンマ・ニンニク

③マグネシウム
・ わかめ・ひじき

④ナイアシン
・ きのこ類・緑黄色野菜 など



セロトニン不足の解消

セロトニン
心の状態を穏やかに保ち、ストレスを減らす働きのあるホルモン

※ 生体にとって重要な役割を果たす3大神経伝達物質の１つであるセロトニン
が不足すると、精神が不安定になりやすく、うつ病などの精神疾患を発症す
るリスクが高まると言われている。

セロトニンを増やす方法

１．早寝早起きの規則正しい生活を心がける
２．太陽の光を浴びる
３．リズミカルな運動をする
４．食事をする際に、よく噛む
５．グルーミング・スキンシップ

（動物や人間がお互いに触れ合ったり癒し合う行為のこと）
６.  トリプトファンを含む食品を食べる



簡単なストレッチ



体幹トレーニング
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