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行動変容に効果的な「保健指導プログラム」
～生活習慣の改善および体重管理ができた４事例より～

発 表 者 渡部 初枝 （島根県：雲南市立病院）

共同研究者 松浦 秋湖、藤原 実加、江角 小百合
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【�．はじめに】U病院では、保健師が健診時に

生活習慣の行動変容を目的とした保健指導を実

施しています。今回、これまで年１回の保健指

導では行動変容および体重の変化がみられな

かった人に対して、特定保健指導の積極的支援

プログラムと健診事後フォローアップ教室を組

み合わせた「保健指導プログラム」を実施しま

した。その効果と今後の課題を明らかにしたの

で報告します。
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【�．研究目的】生活習慣の改善に繋がる「保健
指導プログラム」（以下「プログラム」とする。）

の評価を行い、今後の支援に活かす。
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【�．研究方法】対象者は、平成２４年１月～７月
に U病院で健診を受け、これまで保健指導を受

けても行動変容および体重減少を認めなかった

人を無作為に選び、プログラムへの参加に同意

した４人です。期間は、平成２４年１月から２５年

６月です。方法は、プログラムを実施し、参加

前後の BMIの変化と行動変容の内容や参加の動

機、プログラムが行動変容にどのように影響し

たのかを、プログラム時の個人記録や電話イン

タビューの記録から抽出し、カテゴリー化しま

した。
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プログラムは表１の通りです。

初回の健診時個別指導では、目標や行動計画な

ど具体的な対策をたてました。その３ヶ月後の

健診事後フォローアップ教室では、血液検査を

実施し、集団指導としての食事指導や運動指導

を行い、６００Kcal未満の健康食の試食や座談会

をしたり、レクリエーション的な健康体操やヨー

ガ、ピラティスなどを行ったりしました。さら

に６ヶ月後と８ヶ月後には中間評価として、目

標や行動計画の見直しを行いました。この際に

も血液検査を実施しました。その間では、電話

やメールによる支援をしていきました。
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【�．結果】対象となる４人は、６０代の男女２人
ずつで、BMIが２４．８～３０で、高血圧の治療中が

１人でした。
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プログラム参加後の最終評価では、行動変容は

４人全員に認められました。食生活においては、

表３の通りです。
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ご飯の摂取量、野菜摂取のタイミングと摂取量

の改善、嗜好品の減量がみられました。運動習

慣については、表４の通りです。
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各自の状況にあわせて実施可能な方法で取り組

まれていました。

BMIの変化は図１の通りです。４人とも BMI

が１．４～２．０低下していました。
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プログラム参加の動機については、表５の通り

です。７つのカテゴリーに分類でき、「時間の

余裕」、退職後自分の健康に目を向けられたと

いった「心のゆとり」、「健康維持への不安」、自

分が倒れたら家族が困るといった「家族への思

い」、「家族からの勧め」、「医療職からの勧め」、

参加したら変われるのではないかといった「期

待感」が挙げられました。
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プログラムが行動変容にどのように影響を与え

たのかは表６の通りです。５つのカテゴリーに

分類でき、教室で知り合った人と会うと話をす

るといった「人とのつながり」、こまめに関わっ

てもらうことで励みになった、安心して取り組

めたといった「サポート体制による安心感」、血

液検査などによる「成果の見える化」、事前に購

入していた服が着られたといった「達成感」や

「家族の協力」が挙げられました。

【�．考察】１～２ヶ月毎に継続的な指導・支援
を行うことで、「サポート体制による安心感」が

あったこと、また初回指導後、定期的に血液検

査を行い、体重の変化ばかりでなく体の中の変

化を確認することで成果がみえたこと。このこ

とが行動変容およびその継続的な取り組みに繋

がり、ひいては BMIの低下に繋がったと考えま

す。また健診事後フォローアップ教室という集

団指導の中に、座談会や運動の実技指導を取り

入れたことで、同じ目的を持つ人との交流をは

かることができ、「人とのつながり」ができまし

た。これらのことから、行動変容に繋がるため

のプログラムには、継続的かつ定期的な指導・

支援が必要であり、成果をみるための定期的な

血液検査や同じ目的を持つ人との交流をはかる

ことの出来る集団指導を取り入れることが効果

的であるといえます。また「達成感」が得られ

ると、行動変容の継続に効果があるため、達成

可能な目標をたてたり、達成時の褒美を設定し

たりすることも指導・支援する際の大切なポイ

ントであることが再認識できました。「家族の

協力」も大きく影響するものであり、プログラ

ムへの家族等の参加も積極的に勧める必要があ

ると考えます。

今回参加の動機として挙げられた、７つの環境

的、身体的、心理的要因も行動変容に影響を与

えたと考えられるため、プログラムへの参加を

勧めるタイミングを考慮する必要があります。

今後の課題としては、「時間の余裕」や「心のゆ

とり」、「健康維持への不安」が少ない人たち、

特に働き盛りの人たちが参加しようと思えるよ

うな働きかけ・支援を工夫する必要があると思

います。
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お酒とタバコ予防対策
～アンケート結果から見えてきたこと（第１報）～

発 表 者 東海林 久美 （山形県：最上町健康福祉課）

共同研究者 二戸 喜久子、菅原 美智子、木川 美里、稲野邊 彩華

【�．まとめ】行動変容に効果的な「プログラム」
には、継続的かつ定期的な指導・支援を行うこ

と、集団指導時に同じ目的を持つ人との交流の

場を設定することや血液検査を取り入れるこ

と、家族などの協力者も一緒に参加することが

有効です。

今回は少ない事例での検証であったため、今後

参加者を増やし、さらに検証していきたいと考

えます。
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最上町は山形県の北東部に位置し、秋田県と宮

城県に隣接しています。

町中央部に小国盆地はあるものの面積の８割が

山林で占める山間地域です。

冠婚葬祭や地域の行事にはお酒は欠かせないこ

とがあり、これから述べるお酒とタバコ予防対

策検討会議設立にはこういった土地柄や風習が

大きく関係しているといえます。尚、お酒とタ

バコ予防対策検討会議は以下検討会議とさせて

いただきます。


ÀbZÁÂÃÄÅÆhÇ�È

- ���./01/23456789:./01/-;<
0=>?@A�
�BCDEFGHIJK@LMNO
9PQR�S�T45:H	
U=VWX

Y>Z[>\

]^N_`ab-cde^N_`ab-fgb-hi

jkG�ba-PTAN_`ab-lmnoN_`a
b-pqFrsb+t-u-�,-vw$jx-y1z1<
{|1-FG}~b-j����

最上町では平成９、１０年にアルコール依存症者

の対応、相談の増加、基本健診での肝機能異常

者の割合が県内ワースト１位といった問題が

あったため、成人へのアンケートを実施したと

ころ、「初めて飲酒した年齢が、未成年の人が多

い」という結果がありました。また、平成１２年

に町内の小中学生にアンケートを実施した結

果、冠婚葬祭や地域の行事の時に、飲酒した人

が６割近くありました。

そこで、地域も一体となって未成年の飲酒予防

対策の必要性が関係機関で検討され、平成１５年

度に「検討会議」が設立されました。

―４８３―




