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看護・介護職員の生活習慣の改善にむけた学習会の有効性

発 表 者 岡崎 裕子 （京都府：京丹後市立久美浜病院 １病棟）

共同研究者 中村 美紀、木下 みのり

�．はじめに
近年、少子高齢化が加速する中、都市部以外

の超高齢化が問題視されている。ここ K市も、

地域住民の高齢化が進み医療従事者にも若い世

代が少ない。その中で私たちは現在、交代制勤

務を行なっている。交代制勤務をすると生活リ

ズムが乱れやすく体調不良につながることも少

なくない。夜勤中も多忙な業務のため休憩時間

の確保が難しく、短時間で安易な食事で済ませ

てしまうことが多い。よって菓子類等嗜好品の

摂取量が増えやすく、体重の増加や健康への影

響が懸念される。また、質のよい睡眠の確保が

難しく睡眠不足による日中の不調や、慢性的な

疲労を蓄積してしまう。

日頃から自分の体調管理が難しいと感じるそ

の一因が夜勤に伴う食生活・生活時間の乱れに

あると考えた。そこで、交代制勤務による乱れ

やすい生活習慣の実態を知り、それぞれが体調

不良の原因となりうるリスク要因を自覚するこ

とで、健康の維持・増進につながる意識の変化

が生じるのではないかと予測した。

先行研究にて吉崎１）らは、「夜勤を含む交代制

勤務者は交代制勤務経験年数と BMIの間には有

意な正の相関がみられる」と報告している。そ

の対策として栄養教育プログラムの必要性があ

るとしているが具体的な内容は打ち出されてい

ない。また浅岡２）らも同様に、「交替制勤務者の

食生活の乱れから来る体重増加傾向が高い」と

警告している。

私たちは、NST活動を通して栄養管理を適切

に行うことで患者の QOLが向上されるのを目

の当たりにしている。このことから、本研究で

は、看護・介護職員に対して食事摂取状況や生

活時間ならびに体重の変化実態調査を行い、学

習会を企画し、リスク要因を自覚するよう試み

た。

�．研究の目的
健康レベルの低下の原因が夜勤に伴う食生

活・生活時間の乱れからくるものではないかと

考えた。そこで、先行研究をベースにして看護・

介護職員に対して食事摂取状況と生活時間、体

重変動の実態を調査し学習会という教育的介入

を行う。その後、変化があるかを明らかにし、

看護・介護職員の健康維持・増進、生活の質の

向上、生涯現役をめざす。

�．用語の定義
ヤング層：２１～４５歳

（平均年代の４１～４５歳代を含む）

オールド層：４６～６０歳

学習会：生活習慣の改善にむけた学習会

「バランスのよい食物選択」

「夜勤の食事の内容・睡眠の取り方」など

�．研究方法
１．対象者

・K病院で３交代勤務をしている看護師５９名・

介護職員２４名

・勤務体制：深夜勤務（０：３０～９：１５）

日勤勤務（８：３０～１７：１５）

準夜勤務（１６：３０～１：１５）

早出勤務（６：３０～１５：１５）

遅出勤務（１７：００～２１：００）

２．調査内容

・調査期間、平成２４年８月～１０月

・独自に作成した質問紙を配布し、留め置き法

にて回収
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１）フェィスシート

（１）属性：年代・経験年数・３交代勤務経験

年数

（２）ニックネーム

（３）切り取り線をつけ、調査時の体重・BMI

値を記入し研究終了まで保管してもらう

２）１回目実態調査

（１）８月１日～１０日、１０日間の食事摂取状況

と生活時間と勤務の実態調査（２４時間グ

ラフに睡眠・仕事・食事・間食・を記

入）を配布し回収

３）学習会

（１）９月に学習会を５回開催した（交代制勤

務にて１回で周知できないため）

（２）学習会に参加できなかった者には、資料

を本人の意思でとってもらうよう配布

（３）内容

１０日間の振り返りのあと powerpoint、参考資

料掲示

・栄養の基本がわかる図解事典

・夜食に食べても太らない５０の法則

・どうしてもがんばらなくてはならない人の徹

夜完全マニュアル

・体内時計の謎に迫る－体をまもる生体のリズ

ム

・『看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドラ

イン』（案）

・政府インターネットテレビ

『食の乱れが病気を招く

～食育は子どもだけのものじゃない』

・農林水産省、食事バランスガイド

『バランスチェック回れ！バランスゴマ君』

・テルモ活動量計

・mealtime ２０１２冬・春・夏号

（４）振り返りシート

学習会の学びや感想を自由記載

４）２回目実態調査

１０月１０～１９日の１０日間に実態調査

（１回目回収できたニックネームの者に配布）

５）２回目終了時アンケート

（１）８月と１０月の体重・BMIの変化

（２）学習会後の食事内容・間食・嗜好品・睡

眠・運動についての意識の変化の有無

３．データ分析方法

・単純集計

・自由記載についてはカテゴリー化

４．倫理的配慮

１）対象者に文書と口頭によって研究の趣旨と

目的を提示し、協力を依頼。また研究結果

を公開することに同意を得られた者に用紙

を配布した。

２）調査への協力は自由意志であること、研究

不参加、途中中断としても不利益は生じな

い

３）調査すべて匿名で行い個人を特定すること

がない。仮に固有名詞が記入されていても

すべて伏せる。

４）データについては厳重に保管し研究終了後

は速やかに破棄する。

�．結果
１．調査への協力者とその属性

（１）協力を依頼した８３名のうち、同意の意思

を表明した者は６１名（同意率７３％）

（２）８月のアンケート調査で６１名に調査用紙

を配布、５７名から回答を得た（回収率９３

％）

（３）５７名に対して９月に学習会を５回開催

・参加者４８名

（そのうち２回目実態調査参加４６名）

・資料のみ配布７名

（そのうち２回目実態調査参加５名）

・不参加２名
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（そのうち２回目実態調査参加１名）

（学習会参加率９６％）

（４）１０月に再度８月と同様のアンケート調査

用紙を８月参加者５７名に配布、５２名から

回答を得た（回収率９１％）

（５）対象者の特性

� 年代：２１～２５歳から５６～６０歳代

最も多かったのは４１～４５歳代

� 臨床経験年数：１～５年から４１～４５年

最も多かったのは２１～２５年

� ３交代経験年数：０～２５年

平均９．１９（±７．２０）年

２．勤務状況

・日勤回数：前３．９５（±１．２９）・後３．９６（±１．１７回）

・深夜回数：前１．２３（±０．７３）・後１．３３（±０．７４回）

・準夜回数：前１．１８（±０．８３）・後１．２２（±０．９０回）

・遅出回数：前０．４７（±０．５７）・後０．４５（±０．６７回）

・休み回数：前３．１４（±０．８５）・後３．０２（±１．２２回）

学習会前後では、各勤務の回数の平均の差は

なかった

３．睡眠時間

・睡眠時間合計：

前６７．８４（±１３．９８）・後６６．６７（±８．６８）時間

・睡眠平均時間：

前６．８１（±１．４０）・後６．７７（±０．８３）時間

・２４時までに寝た回数：

前６．９８（±２．２３）・後６．３１（±２．７）回
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学習会前後では、差はなかった

４．食事

１）１０日間の総食事平均回数：

前２８．９８（±２．３２）・後２９．０４（±２．１９）回

学習会後に、１０日間の総食事平均回数は増え

た

（具体例）・朝食を欠食していたものが摂取する

ようになった

・欠食回数が１０日間で７回が５回と減

少

８回が０回に減少した

２）主食のみ摂取していた回数：

前７．７４（±４．２５）・後４．３５（±３．５８）回、

副食のみ摂取していた回数：

前２．３２（±２．２４）・後２．２２（±４．１）回、

主食副食を摂取していた回数：

前１８．１２（±５．３２）・後２２．２２（±４．４）回、

学習会後の方が主食のみ・副食のみ摂取した

回数が減った

主食副食を摂取していた回数は、学習会後の

方が増えていた

（具体例）・朝食時、コーヒーのみからパンも食

べるようになった（２人）

・朝食時、サラダ・果物・ヨーグルト

などを添えるようになった（４人）

・夕食時、アルコールとつまみからご

はんも摂取

・夕食をアイスクリームのみで済ませ

ていたものが、主食・副食とよばれ

る食事に変わった

・夜勤中の食事を菓子パンと菓子類を

食べていた者が、ご飯と味噌汁、お

にぎりと春雨スープに変わった（５

人）

３）深夜で間食を食べた回数：

前１．０３（±１．１２）・後０．９８（±１．２１）回

準夜で間食を食べた回数：

前０．９６（±１．１８）・後０．９６（±１．０８）回

夜勤中の（深夜・準夜の間食）間食は、学習

会前後で差はなかった

４）インスタント食品の回数：

前０．７２（±０．８８）・後０．４９（±０．８８）回

インスタント食品は学習会後に減った

（具体例）・カップ麺が減った

５）菓子パン摂取回数：

前０．８８（±１．２６）・後０．６２（±１．１１）回

菓子パンは学習会後に減った

（具体例）・菓子パンからバランスのいい食事に

変わった

６）果物を摂取した回数：

前１．２６（±１．７５）・後１．５８（±２．１２）回

果物は学習会後に増えた

（具体例）・ほぼ毎日果物をとりいれたものがい

た
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５．体重・BMI

１）体重・BMIの変化はなかった

２）年代別の体重変化

・ヤング層（２１～４５歳）：

減った５人・変わらなかった１７人・増えた８人

で、やや増加傾向

・オールド層（４６～６０歳）：

減った５人・変わらなかった１２人・増えた５人

で変化がなかった人が多かった

３）３交代経験年数別の体重・BMIの変化はみ

られなかった

４）臨床経験年数別の体重・BMIの変化はみら

れなかった
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６．アンケート結果

１）振り返りシート（自由記入）

（１）１０日間の自分の生活を振り返ってどう思

いましたか？

・バランスが悪かった（２８人）

・食事の傾向がわかった（３人）

・生活が不規則（８人）

・間食が多い（７人）

・カロリーが少ない（４人）

・朝食が抜けている（３人）

・夜のおやつを減らしたい（２人）

・改善するつもりはない（２人）

・３交代で体重がふえた（２人）

・野菜・海藻が少ない（２人）

・乳製品・果物をとっていない（２人）

・日勤は規則正しい（２人）

・夜勤中の食事が多い（１人）

・睡眠不足（１人）

（２）学習会に参加して今後の生活をどうしよ

うと思いましたか？

・バランス良く食べたい（２８人）

・野菜をもっととろうと思う（１０人）

・乳製品、果物をとろうと思う（９人）

・面白かった（６人）

・菓子パンをやめたいと思う（４人）

・夜食の内容を見直したい（４人）

・運動をとりいれたい（４人）

・夜勤あけにしっかり寝たい（２人）

・間食はやめれない（２人）

・規則正しい生活にしようと思う（２人）

・夜中のおやつをやめようと思う（１人）

・間食をへらす（１人）

・直したい（１人）

・寝るタイミングを考えたい（１人）

・アルコールを減らしたい（１人）

２）第２回目終了時アンケート

（１）食事

� 食事内容の変化：

はい２０人・いいえ１８人・どちらでもない１４人

� 食事のタイミングの変化：

はい４人・いいえ３３人・どちらでもない１４人
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� 食事のバランスの変化：

はい１３人・いいえ１１人・どちらでもない２８人

� 間食の内容の変化：

はい１７人・いいえ２０人・どちらでもない１５人

� 間食のタイミングの変化：

はい１２人・いいえ２６人・どちらでもない１４人

� 嗜好品の内容の変化：

はい８人・いいえ３０人・どちらでもない１４人

� 嗜好品のタイミングの変化：

はい５人・いいえ２８人・どちらでもない１９人

（２）睡眠

� 夜勤あけの睡眠のとり方の変化：

はい４人・いいえ３９人・どちらでもない９人

（３）運動

� 日常生活の中で身体を動かすよう心掛ける

ようになった：
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はい１５人・いいえ２４人・どちらでもない１３人

（４）その他

� 体調の変化はありましたか：

はい４人・いいえ３５人・どちらでもない１３人

� バランスゴマを試したか：

はい２１人・いいえ３０人・どちらでもない１人

� 学習会での提案は参考になったか：

はい４５人・いいえ０人・どちらでもない６人

�．考察
交代制勤務を行っている看護・介護職員を対

象とした本研究では、「３交代勤務をして体重が

増えた」「食事のバランスが悪い」「間食が多い」

「生活が不規則」「朝食が抜けている」「日勤は規則

正しい」等が明らかになった。吉崎らの、先行

研究でも「交代制勤務を伴う環境下では一日の

食事摂取頻度が減ると、菓子類の摂取量が増加

すると報告されている」と述べている。そこで

実態調査を行った結果、やはり生活の乱れを感

じたため、学習会を行った。参加率は９６％とよ

く、健康への関心が高いことがわかった。「バラ

ンスよく食べたい」「夜食の内容を変えたい」等、

意識の変化が見られ、学習会介入後の調査結果

では、主食・副食を組み合わせたバランスのよ

い食事の回数が増えた。

最後のアンケートでも、食事の内容の変化に

ついては２０人が、食事のバランスについては１３

人が、間食の内容については１７人が変化したと

答えている。体調の変化はみられてはいないが、

今回の学習会は食事に関しては有効であったと

いえる。

しかし、体重・BMIに関しては、変動の結果

は得られなかった。これは研究期間が２ヶ月と

いう短期間であり、継続していけば変化が見ら

れた可能性もあり、今後の課題と考える。

睡眠に関しても、睡眠時間合計平均に変化は

みられなかった。アンケートで不規則な生活を
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自覚し、睡眠や生活時間を見直したいという意

見もあったが、たった１度の学習会では習慣化

した生活時間を変更することは容易ではなかっ

たといえる。

年齢別では、ヤング層は、欠食や菓子類のみ

で済ませていたものが、バランスのよい食事を

摂取するようになったため、食生活が改善され

若干体重増加がみられたのではないか考える。

オールド層は食事内容に大きな変化はなく、長

年つちかった生活・行動は容易に変容できな

かったが、アンケートでは生活習慣を変えたい

という回答も得た。

今回の調査で自分の生活を書き出すことでリ

スク要因を自覚し、学習会が生活改善をするきっ

かけになったのではないか。今後は、さらに看

護・介護職員の健康の維持・増進、生活の質を

向上をめざし、年代層別、生活スタイルにあわ

せた教育・学習会を繰り返し介入することで生

涯現役につながると考えている。

�．結論
１．食事については教育的介入を行ったことによ

り意識向上できた

２．学習会前後において、体重・BMI・生活時間

の変化はみられなかった

３．今後、年代層別や生活スタイルに合わせた学

習会を繰り返すことで、健康の維持・増進生

活の質の向上、生涯現役につながるのではな

いか
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