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小児がんの子どもの体力回復を促すために 

－保護者の方へ－ 

 

１ このパンフレットの目的と使い方 

 

小児がんの子どもたちは個人差はありますが、入院・治療を通して体

力の低下を経験します。この体力の低下は、子どもたちが入院生活から

普段の生活に戻る際に問題となる場合があります。したがって、入院生

活に伴う体力の低下を軽減し、また退院後の体力の回復を早めることは、

子どもたちの生活の質を高める上でとても大切なことです。 

このパンフレットは、病気の子どもたちができるだけ早く普段の生活

に戻れるように、手助けになるものがあればと思い作成しました。ここ

では、どのようにすれば入院治療に伴う体力の低下を軽減し、退院後の

体力回復を早めることができるのか、その手立てについて述べています。 

子どもの体力の早期回復を促すために、周囲の人々（医療スタッフ、院

内学級や地元の学校の先生など）の理解と協力の下に、このパンフレッ

トをひとつの目安としてお役立て下さい。 
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２ 治療に伴う疲労・体力低下の原因 

 

(1) 治療に関連した疲労とその原因 

 体力低下につながる要因として、治療に伴う疲労があります。これは、

子どもにとってとても辛いものです。まず、その現れ方と原因について

説明します。 

① 疲労の現れ方 

疲労には急性疲労と慢性疲労があります。急性疲労とは一過性の疲労

であり、休息が十分であればすぐに解消されるものをいいます。しかし

ながら、腫瘍疾患があるとこの回復能力は低下するといわれています。

一方、慢性疲労とは数週間にわたって持続するような疲労をいいます。 

小児がんの子どもで特に問題となるのは慢性疲労です。 

子どもに次のような様子がうかがえる場合には、治療に伴う疲労が起こ

っている可能性が考えられます。このような状態が長く続くようであれ

ば、医療スタッフに相談してみると良いでしょう。 

 

l 元気がない 

l 弱々しい 

l 横になりたがる 

l 眠りたがる 

l やりたいことがうまくできない 

l ひとりになりたがる 

l その他（気分の急な変化など） 
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② 疲労をもたらす原因 

疲労をもたらす原因を知ることは、疲労の軽減を図る上でとても重要

なことです。疲労をもたらす要因にはさまざまありますが、心理的な要

因、がん治療の副作用、そして睡眠・休養不足などが主な要因として挙

げられます。 

 

心理的要因 病気・治療そのものに対する不安，病棟における

人間関係など 

治療の副作用 貧血，発熱，悪心・嘔吐，食欲不振など 

睡眠・休養不足 病院内の騒音（人の会話，機器の音など），頻回

に行われる検査や治療，頻繁な人の出入りなど 

 

(2) 身体活動量が減少すると体力が低下します 

ベッドでの安静が必要であったり、病室から出られなかったり、ある

いは慢性疲労の状態にあると、歩く距離や回数など身体活動量が減少し、

その結果として体力が低下する可能性があります。ここでは、必要以上

の安静がからだの働きにいかに悪い影響を与えるかについて説明しま

す。 

 

① ベッドレストによる循環器系機能の低下 

1 週間以上もベッドに横たわった状態（ベッドレスト）が続くと、心

臓や血管の働き（循環器系機能）が低下します。 

心臓においては、その容積が減少し、心臓が 1 回の収縮で送り出すこ

とのできる血液量が少なくなり、安静時や運動時の心拍数が増加します。

このような心機能の低下は、持久力の低下につながります。 

横になった状態あるいは座った状態から急に立ち上がると、重力の影
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響で血液が下肢（あし）に溜まり、血圧が低下します。これを起立性低

血圧といいますが、その度合いが大きいとめまいを起こしたりします

（いわゆる立ちくらみ）。普段の生活において、この起立性低血圧は最

小限に抑えられ、めまいを起こすほど、血圧が著しく低下することは稀

です。しかしながら、ベッドレストの状態が長く続くと、血圧調節能力

が低下し、立ちくらみが起こりやすくなります。 

 

② ベッドレストによる筋・骨格系機能の低下 

長期のベッドレストは循環器系の機能を低下させるだけではなく、筋

肉や骨にも悪影響を及ぼします。 

筋肉は萎縮し、筋力の低下が起こります。筋肉の萎縮、そしてそれに

伴う筋力の低下は下肢（あし）の筋肉で著しく、ベッドレストの数週間

後には自分の体重を支えるのがようやくというくらい、脚力が低下する

場合もあります。 

また、ベッドレストによって下肢の骨に力が加わることが少なくなる

と、骨からその主成分であるカルシウムやリンが失われます。その結果、

骨が弱くなり、骨折の危険性が生じてきます。 
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３ 子どもの体力低下を抑えるために 
 

治療に関連した疲労は、子どもたちの感情、日常生活活動、家族や友

人との関係、そして治療に対する意欲などに大きな影響を与えます。 

慢性疲労に伴って意欲や気力が低下すると、からだを動かすことがお

っくうになり、その結果体力の低下を招きます。さらに、体力の低下は

一層の不活動化と体力低下をもたらすという悪循環を生む可能性があ

ります。したがって、小児がんの子どもの体力低下を抑えるためには、

まず治療に関連した疲労を軽減すること、次に身体活動量を確保するこ

とが大切です。以下に、その具体的な方法を示します。 

 

(1) 治療に関連した疲労を軽減させるために 

子どもに前述した疲労が続く場合には、遠慮しないで医療スタッフに

相談し、その原因を明らかにする必要があります。疲労の原因にはいろ

いろあり、それらが絡み合って生じている場合がほとんどです。そのた

め、疲労の要因をひとつひとつ取り除いていくことが重要です。 

 

《気分転換が大切》 

 治療のために子どもたちは病院という特殊

な環境に置かれます。このような生活環境の大

きな変化は、子どもたちに多くの不安を抱かせ

ることになります。子どもの気持ちをくみ取り

とりながら“気分転換”を促すことは、子ども

の不安を解消し、その結果治療に伴う疲労の軽

減につながるでしょう。一緒に楽しく遊び、運

動を行うことは、子どもだけではなく保護者に

とっても気分転換になるでしょう。
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《十分な睡眠・休養が大切》 

病院において子どもが抱く不安に加えて、病院の環境そのもの、例え

ば騒音（人の会話や医療機器の音）や何度となく繰り返される診察、検

査、治療、そして頻繁にある来客などは子どもたちに睡眠・休養不足を

もたらす可能性があります。医療スタッフとよく相談して、子どもにと

って負担の少ない治療・処置の計画を立ててもらったり、子どもの体調

によっては来客を制限したりして、十分な睡眠・休養を確保することが

大切です。ただし、昼間に長時間の睡眠を取ることはあまり好ましくあ

りません。昼間の過剰な睡眠は、夜間睡眠を減少させ、生活パターンの

乱れをもたらす可能性があります。 

 

《栄養のバランスが大切》 

治療の副作用による悪心・嘔吐、食欲不振が続くと、子どもは栄養不

足つまりエネルギー不足の状態になります。そしてそれが子どもの疲労

を増大させる原因にもなります。このような時には、栄養のバランスを

考えた“量より質”の食事を子どもに摂らせる必要があります。入院治

療中は栄養士による管理がなされるので、大きな心配はないと思います

が、退院後の生活においては保護者の方々の働きかけが重要になります。 

 

《その他》 

貧血や発熱が疲労の原因と考えられるときには、医療スタッフと相談

して、その症状に応じた適切な処置を考えてもらう方が良いでしょう。 

 

重要なことは保護者として子どもの状態を注意深く観察して、疲労が

長く続く場合には医療スタッフとの連携の下で、子どもの疲労軽減に努

めるということです。 
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(2) 身体活動量を確保するために 

治療に関連した疲労に伴う身体活動量の減少は、子どもの体力低下を

もたらします。体力の低下を軽減するためには、身体活動量を確保する

ことが最も重要です。以下にそのための具体的な手立てについて述べま

す。 

 

① まず大切なこと 

《安全への配慮》 

身体活動量を確保することは、子どもの体力低下を軽減し、その早期

回復を促す上で最も大切なことです。しかし，むやみに遊びや運動を行

わせると、逆に子どもの疲労を増大させ、さらに体力の低下を招きかね

ません。身体活動を安全に行うためには、活動前に必ず医療スタッフと

相談し、活動の可・不可と、活動を行う際の注意点などを確認しておく

必要があります。また、活動中は常に子どもの様子を注意深く観察しな

がら、子どもの体調のわずかな変化も見逃さないようにし、決して無理

をさせないようにしましょう。 

 

《子どもの意思を尊重し強制しない》 

誰でも強制されることはいやなことです。たとえ、身体活動が体力の

低下を防ぐとしても、強制的な身体活動は子どもにとって大きなストレ

スとなるでしょう。大きなストレスは疲労を増幅させます。 

 

《子どもの意欲を高める～動機づけ》 

子どもがからだを動かそう、動かしたいと思わない限り、身体活動量

を確保することは困難になります。子どもの身体活動に対する意欲を高

めてください。子どもの意欲を高めるのに決まったやり方はありません。
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子どもの性格や発育・発達レベルを考慮すれば、どのようなやり方でも

構いません。小さい子どもの場合には、一緒に楽しく遊ぶことが一番で

す。 

 

② 身体活動をより効果的なものにするために 

子どもの体力の低下をできるだけ少なくし、できるだけ早く回復させ

たいという願いは、家族や医療スタッフをはじめとする誰もがもってい

ます。ここでは、身体活動をより効果的なものとするために、4 つの原

則を示します。この原則は運動処方の原則と呼ばれるものです。 

 

《いつもより強い運動にする～オーバーロードの原則》 

運動をすることでからだの働きを向上させるためには、普段行ってい

る活動のレベルでは有効な刺激とはなりません。したがって、そのレベ

ルを上回る負荷が機能の発達には必要になります。これがオーバーロー

ドの原則と呼ばれるものです。負荷量は、運動をどのくらいの強さ（強

度）で、どのくらいの時間（持続時間）、そして 1 週間に何回行うか（頻

度）によって決まります。 

 

《運動の強さ，時間，頻度を少しずつ増やす～漸進性の原則》 

どんな子どもでも、急に強い負荷が加わると、からだに過度の負担が

かかり、安全性や継続性に問題が生じます。最初は子どもの体調、体力、

発育・発達レベルに合わせた必要最小限の負荷から始め、徐々に増やし

ていく必要があります。 

運動の強さや時間を変えずにいると、運動の効果は徐々に少なくなっ

ていき、からだの働きの改善が見られなくなります。したがって、ある

程度の機能の改善が見られたら、更なる機能の改善を図るために、改善
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の程度に応じて運動の強さ、時間、頻度を徐々に増やしていくことが必

要になります。これが漸進性の原則と呼ばれるものです。 

 

《繰り返し、長続きさせる～反復性・継続性の原則》 

一時的に集中して運動を行った後、しばらく運動をしないというよう

なことがあると、運動の効果はあまり期待できません。定期的に反復す

ることでその効果が期待できます。また、運動によってせっかく高まっ

たからだの働きは、運動を中止することで運動前のレベルに比較的早く

低下してしまいます。したがって、継続して長期間にわたって運動を実

践することが大切です。これが反復性・継続性の原則と呼ばれるもので

す。 

 

《ひとりひとりの状況に合わせる～個別性の原則》 

運動に対するからだの反応は、子どもによって異なります。したがっ

て、運動を処方する場合、一般原則がすべての子どもに適するわけでは

ありません。子どもの体調、体力、発育・発達レベルなどの条件を十分

配慮する必要があります。これが個別性の原則です。 

 

③ 身体活動の具体例 

身体活動と一言でいっても、その内容はさまざまです。どのような身

体活動を行わせるかは、子どものその日の体調、体力そして発育・発達

レベルに応じたもの、つまり運動処方の原則にのっとったものでなけれ

ばなりません。次にその具体例を示します。 
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ステップ１《上半身を起こしましょう》 

 

 

 

 

 

 

入院治療中、場合によってはベッドから離れられないということもあ

りえます。主治医から絶対安静を取るように指示されたり、よほど気

分・体調が悪いといったことがなければ、できる限り上半身を起こすよ

うにしましょう。 

ベッド上で横になっていることの多い子どもに対しては、からだを起

こしている時間や起こす回数を普段より増やすといった働きかけが大

切になります。その際、ゲーム、読書、手芸・工作などは、子どもたち

の良い気分転換にもなり役に立つでしょう。 

普段より負荷量が増えると、子どもは疲労を感じるようになります

（急性疲労）。十分な休息を与え、疲労を取り除いてあげてください。

重要なのは、｢適度の疲労は更なる機能改善に不可欠である｣ということ

を念頭において、子どもに積極的に働きかけることです。 
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ステップ２《立ち上がりましょう》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下肢の筋肉は使わなければ萎縮し、脚力は低下する一方です。脚力の

低下を抑えるためには、当然のことですが二本の脚でしっかりとからだ

を支えることが重要です。立ち上がるという体重支持活動は、ベッドレ

ストによる下肢の筋力低下を抑えるだけではなく、骨の脆弱化を防ぐ働

きもあります。 

立ち上がらせる際には、介助をしながらできるだけゆっくりと行わせ

てください。ベッドの上では比較的元気そうに見えても、血圧調節能力

が大きく低下している場合には、急な立ち上がりによって顕著な起立性

低血圧をもたらし、めまいを起こす危険性があります。 
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ステップ３《歩きましょう》 

 

長期のベッドレストは持久力の低下をも

たらしますが、ベッドから立ち上がるだけで

は、この持久力の低下を抑えることはできま

せん。歩くことは肺や心臓の働きを高める効

果があり、低下した持久力の回復を促します。 

主治医の許可があれば、体力の回復に応じて、

着替えや片付けなど身の回りのことを自分

で行う、院内学級やプレイルームに行く、散

歩に行くなどして、歩く距離や時間を少しず

つ増やしていきましょう。 
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ステップ４《からだを使って遊びましょう》 

 遊びにはいろいろあり、遊びに

対する子どもの興味もさまざま

です。パズルやテレビゲームが大

好きな子どももいれば、からだを

動かして遊ぶことが大好きな子

どももいます。さて前者と後者を

比較した場合、治療に伴う体力の

低下が小さく、その回復が早いの

はどちらでしょうか？当然、後者

です。体力の早期回復を期待する

のであれば、からだを使って遊ば

せることが大切です。パズルやテ

レビゲームが好きな子どもの場合、

友だち同士の交流を促すことは、

お互いの病室を訪問するなど、子

どもの活動範囲を広げることにつ

ながるかもしれません。 

 遊びである以上、子どもを楽し

ませるものでなければなりません。

たとえ遊びであっても、工夫すれ

ば遊びの中にトレーニングの要素

を盛り込むこともできます。例え

ば、ペットボトルを使った遊びを

する場合、ペットボトルに水を入

れるなどして、少しずつ重くして

いけば、遊びながらの筋力強化が

可能となります。ちょっとした工

夫で、遊びがトレーニングになる

わけです。 
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ステップ５《トレーニングをしましょう》 

 小学校の高学年ともなると、自分のか

らだのことを自分でコントロールでき

るようになってほしいものです。入院や

治療によって起こるからだの変化や体

力の低下、そして身体活動量を確保する

ことの重要性や手順について理解させ

ることがまず大切です。 

 そうすることによって、子どもに自ら

が行動を起こそうという高い意識を持

たせるようにしましょう。子ども向けパ

ンフレットをご活用ください。 

子どもがより高い意識を持つ

ことができれば、積極的に階段

を登るなどして脚力強化を目

指すことができたり、さらには

リハビリテーション室へ足を

運び、理学療法士にいろいろな

ことを教えてもらいながら、目

的に適ったトレーニングを行

えるようになるかもしれませ

ん。目的に適ったトレーニング

は、低下した子どもの体力をよ

り効果的に、より早く回復させ

るでしょう。 
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④ 子どもの生活体力の評価・記録 

医療スタッフをはじめとする周囲の人々の理解と協力の下に、定期的

に子どもの生活体力を評価し、体力回復の過程を記録しておきましょう。

子どもの生活体力を評価する際に重要なのは、日常生活場面に即した事

柄で評価することです。例えば、歩きつづけられる時間、走りつづけら

れる時間などです．日常生活における身体活動を行う能力の主観的およ

び客観的な評価は、退院後の学校復帰の目安を立てたり、体育への参加

を判断したりする際の重要な情報源となるはずです。 

本パンフレットの最後に、生活体力評価表を加えました。この評価表

を利用して、生活体力を評価してみてください。この評価表は 5 つの質

問それぞれに、生活の様子から見てできそうな番号を選ぶことで、生活

体力を評価しようとするものです。実際にチャレンジできそうな項目に

ついては、主治医の許可を得るなど安全性に配慮して、実際にやってみ

ましょう。その方がより正確な評価ができます。この評価表で得られた

総合得点は末尾の表に記録し、子どもの生活体力の回復過程を目に見え

る形で残しましょう．これは、子どもの体力回復への更なる動機づけに

なるはずです。 

この評価表にはあえて判定基準を設けました。これは、学校生活を送

るのに必要な体力レベルを提示することで、学校復帰の目安をある程度

立てやすくできるのではないかと考えたからです。子どもには個人差が

ありますので、この判定基準どおりにはいかない場合もあるでしょう。

実際の学校復帰の時期などについては、主治医や子ども本人と十分に相

談した上で決定してください。 
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４ 退院後の子どものより早い体力回復に向けて 

 

(1) 退院してから学校に通い始めるまでに 

 

① 退院後、学校に通い始めるまでにいろいろな理由で期間をおく場合

があります 

 体力の回復や、脱毛の改善を待つ場合、夏休みなどの長期の休み明け

になってからという場合などです。状況によって違ってきますが、徐々

に体力を回復できるように、工夫できることを見つけましょう。 

 

② 大切なのはからだを動かすことです 

退院しても、身体活動量が少ないままでは体力の回復は望めません。

子どもの体調・体力に応じて活動量を徐々に増やしていくことが大切で

す。 

 

《家の中でもできることを！》 

 退院直後というのは、立っているのもようやくという子どもたちもい

ます。このような子どもたちの場合には、立位姿勢をとること自体が活

動量の増加につながります。部屋の簡単な掃除など、家の手伝いをする

というように、ちょっとした工夫で子どもの身体活動量を増加させるこ

とができます。必要以上に、じっとしていることのないようにしましょ

う。 

 

《できれば散歩を！》 

 家の中だけでは、活動範囲に限りがあります。体調が良い場合には、

積極的に散歩など、外出するようにしましょう。これは、子どもにとっ
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て良い気分転換になるはずです。子どもの体調・体力に合わせて、徐々

に散歩の時間を長くしていきましょう。少なくとも、家から学校までの

距離を歩けるだけの体力がなければ、徒歩での通学は困難になります。

目標として、家から学校までの距離を散歩できるくらいの体力をつけま

しょう。 

 

(2) 学校生活 

① ｢ならし期間｣をもうけましょう 

 学校には元気な子どもたちがたくさんいます。急にそのような環境に

戻ると、中には知らず知らずのうちに無理をしてしまい、家ではぐった

りしているという子どもたちもいます。このようなことがないようにす

るために、子どもの体力や疲れやすさを考慮に入れて、登校の方法や、

学校にいる時間を調整するなどして、徐々に学校生活に慣らしましょう。

その際に重要になってくるのは、学校の先生が子どもの体調や体力につ

いて、どの程度理解しているかです。前述した子どもの生活体力評価の

結果を基にして、事前の話し合いを持ちましょう。 

 

② 登下校はできるだけ子どもの脚で！ 

登下校は身体活動量を確保するための重要な

時間です。子どものその日の体調、体力を十分に

配慮して、可能な限り自分で歩かせましょう。歩

いて登下校する頻度（週あたりの回数）は徐々に

増やし、少なくとも週に３日以上を目標にしまし

ょう。自宅から学校まで遠い場合には、途中まで

車で送るなどして、歩く距離や時間を徐々に長く

していくというような手立てが必要となります。 
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③ 体育への参加を促しましょう！ 

体育については、主治医から参加を禁止されている場合を除いて、可

能な範囲での参加を促しましょう。必要以上の身体活動の制限は、子ど

もの体力回復を遅らせます。 

事前に、学校側から授業内容を聞き、子どもの体調、体力を配慮した

上で参加するかどうかの判断をしてください。その際、子どもと十分に

話し合い、子どもの意思を尊重してください。 

体育に参加させる場合には、決して無理をさせず、疲労を感じたら休

むようにさせましょう。授業の内容が子どもにとって楽しいものであれ

ば、疲労を感じにくいものです。知らず知らずのうちに無理をしてしま

い、授業後に大きな疲労となって現れる場合も考えられます。そのよう

なことが予想される場合には、あまり疲れていなくても、休息を早めに、

こまめに取るようにさせましょう。このためには、学校の先生や友だち

の理解と協力が必要です。 

 

(3) 家庭生活 

学校生活だけではなく、家庭での過ごし方も子どもの体力回復に大き

な影響を及ぼします。 

 

① 学校からの帰宅後 

学校から帰った子どもがあまり疲れていないようであれば、夕食まで

の間、外で遊ばせたり、家の手伝いをさせるなどして、積極的に身体活

動量を確保するようにしましょう。ただし、無理強いするのではなく、

子どもの意思を尊重してください。 
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② 余暇活動 

 学校が休みの日には、子どもと外で遊ぶ機会をつくりましょう。公園

に遊びに行くことは、子どもにとって何よりの気分転換であり、楽しみ

ながら身体活動量を確保できます。このような働きかけが、子どもの体

力の早期回復につながります。 
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最後に 

 

病気の子どもにとって、病気の治療は最優先されるべきものであり、

治療に伴う体力の低下はある程度仕方のないことです。しかしながら、

生活の仕方をちょっと工夫するだけで、入院中の体力低下を抑制するこ

とができ、退院後の体力回復を早めることができます。 

子どもの体力低下をもたらす最も大きな要因は、身体活動量の減少で

す。そのため、たとえ入院中であっても、子どもの体調・体力に応じて、

身体活動量を確保することがとても大切になります。 

子どもの身体活動を確保するためにまず大事なことは、子ども本人に

対して動機付けをすることです。子どもが、自らからだを動かそう、動

かしたいという意欲をもてば、必然的に身体活動量は増えるでしょう。

次に重要なことは、身体活動がより効果的なものとなるように、運動処

方の原則に則って、子どもの体調・体力に応じた活動内容を考えること

です。このような働きかけは、保護者だけの力では不十分です。医療ス

タッフや院内学級の先生をはじめとする周りの人々の理解と協力が必

要です。 

子どもの体力の早期回復を促すために、周囲の人々（医療スタッフ、

院内学級や地元の学校の先生など）の理解と協力の下、このパンフレッ

トをひとつの目安としてお役立ていただければ幸いです。 

 

 

参考図書 

1） 金谷秀秋，神林 勲：健康科学シリーズ 8 スポーツ・運動と健康，三共出版，

1997． 

2） 池上晴夫：現代栄養科学シリーズ 18 運動生理学，朝倉書店，1999． 



 

－21－ 

あとがき 

本パンフレットは、平成 11～13 年度科学研究費補助金 基盤研究（Ｃ）（１）｢小児がん

治療に伴う体力低下に対する指導指針の研究｣の一環として、稲木が原案を作成し、パンフレ

ット作成委員との協議を重ね完成させました。本パンフレットのイラストは、木俣敏氏にいく

つかの医療機関、院内学級の子どもたちとの交流を通して作成していただきました。木俣敏氏、

そして見学と交流を受け入れて下さった医療機関、院内学級のみなさまに感謝申し上げます。 

また、本パンフレットの作成に先駆けて実施した小児がんの子どもの体力に関する実態調査

には、たくさんの子ども達、保護者の皆様、小児科医の皆様がご協力くださいました。この場

をお借りして心よりお礼申し上げます。 

 

相談について 

本パンフレットは小児がんのこどもの体力回復を促すことを目的としています。学校生活全

般については、｢小児がんの子どもの学校生活を支えるために｣をご覧下さい。なお、小児がん

の子どもの体力・運動に関すること、学校生活に関することの相談は、以下にご連絡ください。 

・体力・運動に関すること： 

西南女学院大学・保健福祉学部・稲木光晴（博士（体育科学），運動生理学） 

  Tel 093-583-0043，E-mail m_inaki@sjg.gr.jp 

 

・学校生活全般に関すること 

西南女学院大学・保健福祉学部・谷川弘治（学校心理士） 

  Tel 093-583-5251，E-mail tanyan@mbj.nifty.com 

 

パンフレットの入手先 

 本パンフレットおよび｢小児がんの子どもの学校生活を支えるために｣は、

http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/sub01.html よりダウンロードしてお使いく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/sub01.html
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問 1 正座の姿勢からどのようにして立ち上がれますか？ 問 5 2階まで階段をどのようにして上りますか？

① かなり困難　（1点） ① 手すりや壁につかまって数段上るのがやっと　（1点）

② 手を床についてなら立ち上がれる　（2点） ② 手すりや壁につかまれば上れる　（2点）

③ ゆっくりなら手を使わずに立ち上がれる　（3点） ③ ゆっくりなら，手すりや壁につかまらずに上れる　（3点）

④ サッと楽に手を使わずに立ち上がれる　（4点） ④ サッサと楽に，手すりや壁につかまらずに上れる　（4点）

問 2 休まないでどれくらい歩けますか？

① 5分未満　（1点） 総合得点

② 10～20分程度　（2点） 判定

③ 30～40分程度　（3点）

④ 60分程度以上　（4点） A

問 3 休まないでどれくらい走れますか？ B

① １分未満　（1点） C

② 3～5分程度　（2点） D

③ 10～15分程度　（3点）

④ 20分程度以上　（4点）

問 4 どれくらいの幅だったら，両足で跳び越えられますか？

① 30cm程度　（1点）

② 50～60cm程度　（2点）

③ 80～100cm程度　（3点）

④ 120cm程度　（4点）

自分の生活体力を知ろう！

各問について，あなたの体力レベルに最も近いものを1つ選び，その得点を空
所に記入してください．

判定

（18点以上） 学校生活は可能，体育への参加はほとんどOK※1

（14～17点） 学校生活は可能，体育への参加は部分的にOK※2

（10～13点） 徐々に学校生活に慣らす(慣らし期間）

※2 ほとんど息がはずまない程度の軽い運動ならば参加しても良い．教師との事前の打ち合わ
せを十分に行う．

（9点以下） 学校生活は困難

※1 運動後に大きな疲労が残ることのないようにする．競争的な要素の強い運動においては，
参加を取りやめるか，無理をしない程度で行う．



※自分の総合得点のところまで色鉛筆で塗りつぶそう

例 / / / / 例 / / / /
20 20
19 19
18 18
17 17
16 16
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
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体力の回復を追ってみよう！！
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