
琉球大学学術リポジトリ

沖縄県佐敷町国保へルスアップモデル事業支援健康
教育プログラムの開発と効果評価 (第1報) :
平成16年度事業展開及びプログラム概要と効果の検
討

言語: 

出版者: 琉球大学教育学部

公開日: 2007-07-18

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 金城, 昇, 大城, 理沙, 高木, 健一郎, 花城, 康, 上原,

直, 高江洲, 順達, 浦崎, 千佐江, 知念, 久美枝, 喜納, 笑子,

古謝, 圭子, 大城, 昌直, 山城, 敬, Kinjo, Noboru, Oshiro,

Risa, Takaki, Kenichiro, Hanashiro, Yasushi, Uehara,

Sunao, Takaeshu, Jyuntatsu, Urasaki, Thisae, Thinen,

Kumie, Kina, Emiko, Koja, Keiko, Oshiro, Masanao,

Yamashiro, Takashi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/1015URL



iIP_~~JtlBJrE1i~}VA 7 'Y :1~T)V_~

x~_m~~~O~7A®M~c~*~~(mlm)

-:lJl1il16~1l$~Hlrm& v:to!/7 A.II!C~*O)~i'f-

1iJJil Jl.3Sn :JdJ&J1I!tpllE2 if6*il-llB lIE2 :m~ .lIE2 J:JJX Wi*2 if6lIlJffIJliillE3
1ifj~=fG:lI*3 ~~~~tt*3 .~~.:.f*3 i!i'1f~.:.f*3 *iJ&~il[*3 iliJJ& ~l!E3

Development and Evaluation of the Program of Health Education on a
National Health Insurance Model Project in Sashiki-town.

Abstract: The purpose of this report was to describe the progr~ outline of health
education, and deployment, and to analyze the program participant's life-skill acquisi
tion process, and the relation of behavior modification. Furthermore, in order to ex
amine the effect of a health education program, we compared the results in a physical
test and a blood test. The result was as follows.
I) In an intervention g.roup, Change of the stage of the dietary behavior decreased

from pre-action stage 80.5% to 32.6%, and the action or maintenance stage in
creased from 19.5% to 67.796. Change of the stage of excise behavior decreased
from pre-action stage 26.496 to 6.5%, and the action and maintenance stage in
creased from 8.7% to 30.4%.

2) In a monitor group, Change of the stage of the dietary behavior decreased from
pre-action stage 86.3% to 57.596, and the action or maintenance stage increased
from 13.796 to 40.5%. Change of the stage of excise behavior decreased pre-action
stage 48.0% to 31.4%, and the action and maintenance stage slightly increased
from 24.096 to 27.6%.

3) Especially the change was remarkable by the intervention group and it was sig
nificant on the dietary behavior.

4) BMI decreased into both of groups. Similarly, also in blood quality (T
cho,HDL,LDL,TG), both groups showed a desirable change.

5) As a life skill acquisition process connected with behavior modification, this pro
gram suggested that the program composition and deployment which considered
decision-making skill, goal setting skill, and stress management skill are impor
tant. This is due to be examined further.
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佐敷町の特徴として食生活プログラムを中心とし

た運動併用のプログラムとなっていること，さら

に，他市町村が目標設定等の行動技法の一部を活

用しているのに対し，意志決定スキル・目標設定

スキル・ストレスマネージメントスキル等のライ

フスキル形成を基礎とした食教育プログラム・運

動プログラムになっていることにある（第２報以

降報告)。

さて,佐敷町では全国市町村会議への１年目実

績報告書を作成するとともに，その総括評価を進

める中，現在２年目の事業にとりかかったところ

である。

そこで本稿では，第一にプログラム概要（内容・

展開）とライフスキル形成及び行動改善・維持と

いう側面から分析検討する。第二にプログラム評

価を行動変容ステージ・血液性状・身体能力等一

部の結果について事前事後比較しその効果を分析

検討する。

殺（男３位，女16位）・心筋梗塞（男11位，女１３

位）となっており，健康危険因子ランキングでも

肥満（BMI≧30）男47位・女40位，血糖値（≧1

40）男36位・女15位，さらに健康促進行動ランキ

ングでもバランスのとれた食事男45位・女45位，

腹八分の食事男42位・女22位（健康21の普及と評

価のための市町村支援マニュアルより）となって

いるのが長寿県沖縄の現状である。

佐敷町でもこのような健康状況を反映して一時

期鈍化傾向にあった医療費がここにきて急騰に転

じる傾向がみられ，特に老人医療費の伸びが顕著

になってきている現状がある。これは市町村の国

保の財政状況を厳しくし，一般会計をも圧迫する

勢いであり国・都道府県・市町村の課題となって

いる。

厚生労働省（保険局国民保険課）は，これら老

人医療費を中心とした医療費全体の適正化を図る

べく，平成14年（2002）より「国保へルスアツプ

モデル事業」を創設し，モデル市町村を選定する

とともに個別健康支援プログラムの開発と「実施

マニュアル」作成に取り組んでいる。2005年２月

には「国保へルスアップモデル事業個別健康支援

プログラム実施マニュアルＶｅｒｌ」が公表され

（２月25日モデル市町村会議)，平成17年度からは，

マニュアルに基づき「国保へルスアップ事業」と

して一般（保健）事業もスタートする。

佐敷町は平成16年度開始市町村として「国保へ

ルスアップモデル事業」の指定を受け，平成16年

４月より個別健康支援プログラムの開発と普及に

関するモデル保健事業を開始した（18年度修了：

３年間の事業の流れは図11参照)。このモデル事

業は，全国各市町村が取り組め，科学的に根拠の

ある生活習慣改善に効果的なプログラムの実施マ

ニュアル作成が最終目標である。マニュアル作成

のねらいは，効果的な保健事業を保健者が実施す

ることで一次予防を推進し，医療費適正化につな

げることにある。

平成16年度開始モデル事業指定市町村は14市町

村である。本事業にけるプログラムの条件には①

個に応じた支援②個別と集団の指導の組み合わせ

③食生活と運動の内容の組み合わせが要求されて

いる。佐敷町を除いた他13市町村が運動プログラ

ムを核に食プログラムが含まれているのに対し，

２．方法

１）対象

対象疾患及び選定基準：対象疾患は，肥満，高

血圧，高脂血症，高血糖（糖尿病予備軍）とした。

選定基準は，肥満，高血圧症，高脂血症，糖尿病

予備軍として肥満（BMI≧25)，高血圧症（130／

85以上)，高脂血症（総コレステロール200以上，

中性脂肪150以上，LDL200以上)，高血糖（空腹

時血糖値110以上，HbA1c5､5以上）を示す数値の

１項目以上所見を有する者を生活習慣病予備軍と

して選定した。

対象者：介入群として一期34歳～72歳の男女４６

人，二期34～70歳男女38人，計84人で，対照群

(モニター群）として－期30歳～69歳の男女51人，

二期30歳～69歳の男女45人の計96人で原則的に国

保加入者を対象とした。

２）方法（研究デザイン）

図１に平成16年度事業実施概要，図２に研究デ

ザインをそれぞれ示した。募集は住民検診者への

リーフレットによる呼びかけ，町内の施設，銀行，

スーパー等でのボスターの掲示，広報・新聞の利

用，国保対象者（920人）への郵送通知及び電話

等で行った。５月25日から27日に説明会を実施す

るとともに，事前健康調査を実施した。介入群に

－２５４－
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教室終了後､フオローアップ教室までの期間は電鱈や手紙に
よる支援を実施

教室筋後に血液検査､身体能力テスト､食事･運動に関するアン
ケートを実施する

教室終了後にプログラムの分析及び解価を行う

図１１６年度事業実施概要

ついては，－期は昼・夜各コース全13回の教室を査，身体能力測定，食事・運動に関するアンケー

平成16年６月～９月に実施した。二期は同様に平卜調査を実施した（図２)。

成16年10月～平成17年１月にかけて実施した。ま３）測定・調査項目内容

た，モニター群については，－期６月，二期10月測定・調査項目として，①身体状況では，血圧，

から開始し，３ケ月ごとにデーターを回収すると血液性状，ＢＭＩ，へそ周囲，最大歩幅等身体能

同時にアドバイスを行った。体重・体脂肪計を無力をそれぞれ検査測定した。②アンケート項目と

料提供し，毎日体重記録（モニタリングシートへして，食生活・栄養摂取状況・運動状況・受領行

の記入）を行うことを条件とした。両群ともに事動等の生活習慣に関する項目，標準体重・食生活・

前・事後・追跡（－カ月後・三ヵ月後）に血液検運動に関する認識や知識に関する項目，食事・運

・解価時点

教室介入前後に血液検査、体力測定、アンケートによる生活習憤等の鯛査を実施
教室終了一カ月後､三ヵ月後にアンケートによる照査を実施

介入群 ｜
瞳教室

P■■■■■■

群対照

ｱﾆﾄﾞ籔転一ト鯛j査

血潅韓遥口ユ
ー今セｴハ．｡､-,..-.--,

身体臺能'カテ孟Iや

Ｔアン参｢二三１１に鯛謹
lhi：：…」＿

ん､r識3繊攪養口～
i－ｉ＝〆が一一

(身鱗寵巍テスト

:アンゲー準鯛，嚢iL=:：

1通鐘繊JJJLJi
L雛溌鯨蒸卜J１

図２研究デザイン
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表１プログラムの内容

＝■

■

表２各回のプログラム展開上の留意点

－２５６－

回 テーマ 内容

1回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

７回目

８回目

９回目

10回目

11回目

１２回目

13回目

オリエンテーション

たのしく健康づくり

簡単１食事のパランスアップ

おいしい１へルシーメニュー

甘一い誘惑との上手なつき合い方

どんだけ食べる？バイキング）

運動嫌いもＯＫ？

わたしに合う運動法。

３日坊主!?撃退法

楽しくＪ)つくるがんじゆうからだ

～ストレス貯めない健康づくり～

続けよう！

叩わたし流''の健康づくり

わたし好みのへルシーメニュー

ＯＰＥＮ1.行列ができる
ヘルシーレストラン

開校式体力測定

楽しく健康づくりをやっていくコツは？

バランスよく食べるには？

おいしいバランス食の作り方(調理実習）

賢いおやつのとり方やつい間食してしまう
自分のⅢ，クセ､を見つけてみよう

料理の上手な組み合わせ方

だれでも、いつでも、どこでもできる運動法

無理なく続ける秘訣を紹介します！

楽しみながら運動を実践してみましょう。

ストレスのうまい対処法

自分流の健康づくりのコツをみつけてみま

しよう

学習した知識をいかしたレシピ作りをやつ
てみよう

作ったレシピで健康づくり閉校式

毎
回
、
肩
こ
り
・
ひ
ざ
癌
・
腰
痛
が
和
ら
ぐ
運
動
（
動
作
法
）
を
紹
介
し
ま
す
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今回のプログラムでは、具体的な方法として、

･教室の毎回に目標設定を実施し、その評価を行う。また、体重の記録と目標行動のセルフモニタ

リングを実施

･食行動分析や食事内容分析等の自己分析を取り入れ、自己の課題への気づきを促す

･前向きな自己会話、ポジティブ・フィードバックの手法を取り入れ、自己への再評価、認知の再

構成など、心理的弊害への対処スキルの形成を図る

･プログラムの各段階（課題設定や評価等の場面）においてグループワークを行い、個人の健康行
動を互いに強化・サポートしていく

・これらを通して、ライフスキル、セルフケア能力の形成を図る
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テーマ：間食「せ～い:療租t廷の上手趣つき合い方０:間食

ＳＴ庭Ｐユ

｢せ～い踊掴kどの上手鯵つ空合い方」

目棟の達成度の評価
先週の&辰り返りと今週の内容を醜明する

_|書i匙 ＳＴＥＰＺ１〒動ﾗ分析

Ｂｓ(ブレインストーミング）
『自分が間食する理由をＳつあＩｆてみよう！ ！』

ＳＴＥＰ３食行動の鎖

自分の食行動を振り返ってみよう１１
－分析して、評l西する

ＳＴＥＰ４可[善牽を晃つIナよう

食行動質問表で、チェックした中から自分力《ユ饗『問題だと思う
ものを週んで、解決策を考える.

ユ)間食行動の問題点をひとつ週ぶ
Ｚ)問題点を改善するための具体的な解決策をＳつあげる
。)それぞれの解決策のメリット、デメリットを考慮して、自分に合って
いるもの、できそうなものを選ぶ

ＳＴＥＰ写目1粟設定

間食を天くとるためのエ夫点をいかして、自分I=合った剛1食について
の目1粟を立てる
1週間のセルフモニタリング

図３プログラム１セッションの流れ（STEP：ライフスキル教育の進め方）

動に関する自己効力感・セルフエスティーム等で際のスキルとしての調理スキル（調理実習３回)，

あった。運動の実際スキル（３回，動作法毎回）と意志決

４）統計処理定スキル・目標設定スキル・ストレスマネージメ

身体状況，生活習慣，食事運動に関する認識.ントスキルを組み合わせたライフスキルの独得を

知識・自己効力感，セルフエスティーム等につい通して食行動・運動行動の変容や維持をねらいと

て，MicrosoftExcel及びSpssVerl20Jを用いしている。強化要因では。モニタリングシートへ

て，事前・事後・追跡のそれぞれの結果についてのアドバイスを通した個別支援，グループワーク

単純集計するとともに，差の検定をＴ検定とＸ翌等を通した参加者同士の支援（感情・気持ちの交

検定を用いて行った。流，経験の共有）が内容となっている。

３．結果

１）プログラム概要

①プログラム内容

全13回のプログラム内容を表１

に示した。プログラムの内容構成

(概念）は，Green，ＷのPPモデ

ル')の教育・組織診断における前

提要因・強化要因・実現要因の３

要因を組み合わせ，食や運動行動

の変容や維持をねらったものとなっ

ている。

前提要因では，食・運動に関す

る知識，自己効力感を高める４つ

の情報2)，セルフエスティームを

形成する活動，実現要因では，実 図４教室におけるライフスキル獲得過程と行動変容

－２５７－
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}よ，介入群において事前にPreactionステージ

(無関心期・関心期・準備期を合わせて前実行期：

以下それぞれ前熟考ステージ・熟考ステージ・準

備ステージと記す）80.5％，Actionステージ

(実行期・維持期を合わせて）19.5％であったの

が事後では，Preactionステージ32.6％，実行期

47.8％，維持期19.9％に変化している（P＜０５)。

モニター群では，事前にPreactionステージ86.3

％，Actionステージ13.7％であったものが，事

後では，Preactionステージ57.5％に減少，逆に

実行期12.8％，維持期27.7％に増加している（Ｐ

＜０５)。運動行動変容ステージの変化を図5-3と

図5-4に示した。介入群では，前熟考ステージ6.5

%，熟考ステージ19.9％が事後ではそれぞれ0％と

6.5％減少し，実行ステージが事前の8.7％から30.

4%に増加した(P＜０５)｡モニター群では，前熟考

ステージが0.4％増え，熟考ステージが48.0％か

ら31.0％へ減少，維持期が3.5％の増加であった。

②プログラム展開（具体的流れ）

毎回のプログラムの展開は表2に示した留意点

に沿って進めていくのがポイントである。これら

のポイントに沿った展開例として間食をテーマに

した場合を図３に示した。ＳＴＥＰは，ライフスキ

ル教育の進め方3)である「確認する」「関連付け

る」「練習する」「応用する」を踏襲した展開であ

る。全13回の詳細な展開や教材・教具（活動シー

ト・モニタリングシート等）については「平成１６

年度版国保へルスアップモデル事業報告書｣４)に

掲載した。

③ライフスキル極得過程と行動変容

毎回の教室における活動と日常の活動（体重測

定と目標達成活動：モニタリングシート記録）を

ライフスキル獲得過程と行動変容過程の関連プロ

セスを図４に示した。図は，教室と日常生活にお

ける食・運動行動の修正と維持やスキル極得が一

連のプロセス（食行動・運動行動の自己分析→意

思決定プロセス→目標設定プロセス→達成評価→

《達成感→失敗感》→《自己否定（感）→『スト

レスマネージメント』→自己肯定(感)》→目標修

正・ＵＰ設定→意思決定プロセス→・・・・・）

を通してなされていることを示している。このプ

ロセスが行動ステージ（TranstheoreticalModel：

以下ＴＴＭと記す）のスパイラルな変化５１として

説明されていると思われる。目標を達成と修正を

繰り返していく過程（教室）での各種行動技法を

取り入れた活動（ここでいう変容プロセス）は，

厚生労働省個別健康支援マニュアル作成において

求める個別と集団指導の組み合わせに一致すると

同時に，それぞれのライフスキルの向上と強化と

ともに，自己効力感の向上やセルフエスティーム

の形成がなされていたと考えられる。これらにつ

いては統計的処理を加え詳細に検討していく予定

である。

食行動ステージ変容段階

％

1J燕Li;iｉ
＊*p<０１

図５‐１食行動変容ステージの変ｲﾋ(介入群）

食行動変容ステージ段階

黒瑠夢＝二聖￣￣
２）調査・測定項目の事前・事後比較

①変容ステージの変化

介入群，モニター群の食行動変容ステージの変

化を図５－１，図5-2に，運動行動変容ステージの変

化を図5-3,図5-4にそれぞれに示した。食行動で

図５‐２食行動変容ステージの変化（モニター

群）

－２５８－
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□率前ロ事後総コレステロール

２５２１２

２１０

２０８

ｍｇ/dｌ
２０６

２０４

２０２

2４．５

２４

2３．５
介入群 モニター

介入群 モーター ***p<､0０１

図６‐１ＢＭＩの変化運動変容ステージ段階

u1j悪111』
HDLコレステロール

１
０
９
８
７
６
５
４

６
６
５
５
５
５
５
５

ｊノ
８ｍ

介入群 モニター
図５－３運動行動変容ステージの変化(介入群）

LDLコレステロール

運動変容ステージ段階

`j騨鐸」
１３６

１３４

１３２

ｍｇ/d，１３０
１２８

１２６

１２４

１２２
モニター

＊p<､０５
介入群

図５－４運動行動変容ステージの変化(モニター

群） １６０

１２０

ｍｇ/dｌ８０

４０

０

②血液検査結果

図6-1に介入群・モニター群のＢＭＩの変化を示

した。両群共に減少した（P＜､001)。

血液性状（T-co，ＨＤＬ，LDL，ＴＧ）の事前・

事後の変化について図6-2に示した。介入群では

ほぼ４つの項目で好ましい変化がみられ，ＬＤＬ

コレステロールは有意な減少であった（P＜､001)。

モニター群でもＨＤＬコレステロールの若干の減

少を除いては，有意ではなかったものの好ましい

変化がみられた。

モニター介入群

図６‐２介入群・モニター群における血液性状

の事前・事後の変化
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自分に合った食車の、がわかＵますか？

③体力測定項目結果とその他

図7-1～図7-3に体力測定（上体起こし．１０ｍ歩

行・最大歩幅）の事前事後の変化を示した。上体

起こし，最大歩幅ともに介入群・モニター群両群

に有意な変化がみられた。１０ｍ歩行についても両

群共に速くなる傾向がみられた。一方，その他と

して介入群では，知識の面で自分の食事の適量や

適切な運動量の認識で有意に増加した（図8-1～8‐

2)。「生きがいがある」についても事後で増加し

た（図９)。

口車前ロ追跡①
80.00

６０００

４０．００

20.00

oの■

震姜二三コ三三ニヨコー
＊＊＊ｐ＜，

＊

００１

図８－１食事に関する知識の変化：介入群

健康のためにどのくらい運動をすればよいか知っていますか？

口車前囚追跡①２
０
８
６
４
２
０

１
１

回

60.00

げ
よ

４０．００

2０００

介入群モニター
＊p<､０５＊＊pくい

図７－１上体起こしの事前事後の比較

＊＊p<０１

図８‐２運動に関する知識の変化：介入群厄玩T雨覆１10ｍ歩行

６
５
４
３
２
１
０

秒

毎日の生活に生きがいを感じますか？

!｛介入群モニター

図７－２１０ｍ歩行の事前事後比較 まり感じられ

「、
お茜いにある

最大歩梱 '百両-百重詞 p<０５

図９生きがいについての変化：介入群

現在，図10に示したように教室終了後２つのサー

クルが誕生し活動を継続中である。サークル活動

は，介入群の活動強化要因としての支援的役割を

果たすのみでなく，佐敷町全体への健康づくりの

波及（点から面への動き）の役割も担っている。教室(右）教室(左）モニター(右）モニター(左）

＊p<０５＊*p<,001

図７－３最大歩幅の事前事後比較
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ライフスキル教育の進め方を踏襲した）や参加型

学習の手法による教室の進め方は集団を対象にし

ながら個別に対応する教室のあり方になっている

と思われる。

食行動・運動行動の変容・維持にかかわるライ

フスキルとしての意志決定スキル・目標設定スキ

ルの獲得には，毎回の教室においてストレスマネー

ジメントとしての行動変容技法を適用した活動に

よるストレスマネージメントスキルの形成が重要

となってくることが明らかになった。つまり、参

加者は，実際の実践活動の中で，目標設定過程

(設定・実施・評価・修正)，モニタリングシート

の記録・評価過程が，日常生活のあらゆる出来事

との関係で，成功や失敗を繰り返し経験し，成功

感・達成感はもちろんのこと，その逆に失敗感・

罪悪感・自己否定感を伴いながらのストレスをか

かえているのが事実である。したがって，食行動

や運動行動を教材のプログラムにおいて，意志決

定スキルと目標設定スキルのみのプログラム内容

では，参加者の失敗感や罪悪感を払拭できず，む

しろ自己否定感の増大につながり，生活化（行動

変容や維持）には結びつかないことが考えられた。

そのことは教室の参加率へも影響を及ぼしている

かも知れないことが示唆された。

竹中が「TTMは，今や個人に対する介入より

もむしろ，対象となる集団をレディネスと実践の

度合いによって下位集団に分け，それぞれの下位

集団に異なる働きかけを行うという点で中流アプ

ローチ（地域や学校，職場でのアプローチ）と言

えるかも知れない」というように運動行動の変容

とＴＴＭ，そして集団教育の点では，かなりの研

究がなされている。しかし，日本における食行動

とＴＴＭステージに関する研究は少なく，食行動

変容にＴＴＭを適用することにはまだ問題かも知

れないとしている（赤松・武見ら)。今回の我々

のモデル事業では，行動ステージを食全般にわたっ

て質問しており，その点欧米では，脂肪の摂取，

野菜と果物の摂取，カルシュームの摂取など具体

的な内容で「実行ステージ」を分類している点，

ステージの定義が問題となってくるかもしれない

(Prochaska：1992)。個と集団の組み合わせを意

識した教育における成果を考えた場合，食行動変

容とＴＴＭの関連について早急に検討を加えてい

篝篝曇篝iii二…I鑿

2期の木曜日コースメンバーを中心に『シュガークラプ』という
サークルを発足｡月に1度第１木晒曰に活動を行っている。

５月12日(木)に第２回サークル(aB体操)を予定している。

蟻今慨､佐巳謹浬Ｂ型スポーヅワヲ詞に展開していく

図１０教室後の自主活動グループの誕生

４．考察

本稿（第１報）では，佐敷町国保へルスアップ

モデル事業におけるプログラム構成概念や内容及

び展開について述べ，さらに，その効果評価を－

部の結果ではあるものの，行動変容ステージの変

化，ＢＭＩ・血液性状の変化，体力測定結果の変

化から示した。今後第２報以降あらゆる側面から

詳細な検討を加えていくが，プログラムの効果が

一部確認できたことに加え，今回興味ある結果と

して，介入群・モニター群ともに望ましい成果が

でたことである。モニター群に関しては，体重測

定及びモニタリングシートの記録を課したのみで

ある。現在，モニター群を測定回数と記録状況か

らさらに小分類し比較検討しているが，費用対効

果の面から，さらに興味ある結果が期待できるか

も知れない。

次に，本事業におけるプログラム開発の条件で

ある「個に応じた支援」と「個別と集団の指導の

組み合わせ」の点から検討する。本プログラムの

内容と展開は，食（栄養）と運動に関する知識の

確認・共有，食と運動の行動分析，その解決策

(選択肢の提示)，自己選択による意思決定と目標

設定，日常生活での応用（実践)，評価（目標達

成率）及び修正の一連のルーチンの繰り返しによ

る意志決定スキルと目標設定スキルの獲得を目指

している。一連の流れは参加型の形態でブレイン

ストーミングやロールプレイ等を用いて，毎回の

各種行動変容技法を適用した活動によるストレス

マネージメントスキル獲得過程は展開（基本的に

－２６１－
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鰻1期モニター

開始

2期モニター

田始■ﾛ■■■

繍繋１

一一一

３年間計画

1年目・・・健康教室の実施(６月～９月、１０月～１月の２期）
健康モニターの開始(６月開始と１０月開始２コース）
健康推進大会の開Ｍ１（２月）

サークル化に向けた展開（教室終了後～）

2年目・・・リーダー養成の開始

健康キャンペーン実施（５月～１０月）
通信教育の実施（６月～１１月）

フォローアップ教室（１月～３月）

健康推進大会の開催（２月）

3年目・・・リーダー養成教室の実施（６月～９月）

自治区リーダー養成鮪座の実施（１１月）

キャンペーン・通信教育の継続（５月～１０月）

地域健康推進大会の開催（１月）

※１年目は教室開催のＩｉｉ殴に１コース２回（針４回）の血液検査・身体能力測定

藩敬室開催時は週１回のプログラム検肘会を実俺

※実務者会砥、スタッフ研修会を各月】回困IHI

※町内の小中学校や各地目とタイアップし、地域主体の健康倣向を囚函する

を実箆

く必要がある。

このこととも関連してモニタリングシートをも

とに，ＴＴＭのステージ別に食行動の特徴を明ら

かにするとともに，個と集団を組み合わせた効果

的な予防教育のためにプロセス評価の分析を試み

る予定である。

次のようであった。

行動変容ステージの変化として，食行動，行動変容ステージの変化として，食行動，運動

行動について介入群・モニター群ともに実行期・

維持期が増加した。特に介入群でその変化は顕著

であり，食行動変容ステージでは有意であった。

また，ＢＭＩ・血液検査結果や体力測定結果でも

両群に望ましい変化がみられた。しかし，両群共

に一部の結果の報告にとどまっており今後さらに

検討し報告する予定である。モニター群の結果は，

測定・記録と実施レベルでの効果の違いが費用対

効果という面からも興味ある結果が予想されので，

早急に検討する必要がある。

５．まとめ

本稿では，プログラム概要と展開，ライフスキ

ル獲得過程と行動変容について検討するとともに，

その成果について教室の事前事後を比較した結果

－２６２－
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一年目は20名から30名規模の集団教育を中心と

したプログラム開発であった。今年度（二年目）

の事業課題としては，－つ目に他市町村が展開可

能なスタッフ数.時間数を考慮したプログラムへ

の改変が課題である。これらの内容を発展させな

がら，町全体としての面への広がりと同時に行動

変容継続を内容とした社会的マーケティング理論

を適用した通信教育やキャンペーン活動が二つ目
の課題である。

行動変容と維持を目指すプログラム開発という

研究課題としては，食行動にかかわるＴＴＭにお

ける変容ステージの定義や特徴，また意思決定ス

キル・目標設定スキル・ストレスマネージメント

スキルの渡得過程における変容ステージとアプロー

チ（行動変容技法の適用）を構造化・体系化する

ことによるライフスキル形成の側面から追及確立

していくことが求められている。最後に図11に３

尚，本報告は，平成16年国保へルスアップモデ

ル事業の一環として行ったものである。
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