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Ｌはじめに

してあげられており、日本において特に悪性新生

講座や教室が盛んに実施され、二つの側面から分
析検討が行われている。その一つは、運動実施に
よる参加者の身体生理的な効果からみたもで、最
大酸素摂取量の増加、血液性状の改善、体脂肪率

物、心臓病は急増中である。この現象は全国的傾

の減少などその変化を報告したものである2)⑩`)。

向であり、本県はまだ低い段階にあるものの例外

また、二つ目は、地域における健康教育の一環と

ではない。特にその要因である肥満、総コレステ

して位置づけ、教室の成果を身体生理的側面から

ロール、中性脂肪等について、Ｇ市のように全国

分析するだけでなく、参加者のライフスタイルの

値よりも高い傾向を示している例さえある熱１．

改善や運動習慣の定着化をはかるための教室のあ

悪性新生物、心臓病、脳血管疾患は３大死因と

心臓疾患、脳血管疾患、糖尿病、高ｍＦ症、高
脂血症、肥満症などの循環器性成人病の多くが、

り方としての教育内容や教育技法を検討している
ものである”。

過食と運動不足の重複現象を背景にしていること

ところで、コザ保健所では、１９９２年度より健

は疑いがない')。このようなことから、成人病予

康づくり推進事業として「健康運動教室」を実施

防としての運動の必要性や食生活の改善が言われ、

しており、身体生理的側面からの教室の成果、運

運動・栄養・休養のあるアクティブ・ライフスタ

動の実践およびその定着化や食生活の改善等といっ

イルの確立が望まれている。

た「ライフスタイルの変容」をはかるための健康

そのため、健康体力づくりや肥満予防のための

教育のあり方を検討しているところである。

率Phys.，Edu.，ＣｏｌＬ，Edu,，Univ・ｏｆｔｈｅＲＹＵＫＹＵＳ
､oKOZAHealthCenter
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また、歩行歩数の多少による違いをみるため
9000歩を境に２群に分け、同様に平均値等を

そこで、本稿では、1992年度に実施した２つの

健康教室について、参加者の身体生理的側面の変
化を分析するとともに、その結果を基に今回実施
したプログラムの内容や方法など教育技法につい
て検討したので報告する。

算出し比較した。
さらに、それぞれの測定項目の初回時の値を

もとに、正常値の範囲内と範囲外に分け、同様
に平均値等を算出し比較した。これらについて
は平均値の差の検定も行った。

Ⅱ方法
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1．対象
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であった。
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出席率は、92.6％（１期目）と93.5％（２期目）
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した１期１８人、２期２０人を対象に行った。
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図１－１ウォーキング距離の比較
2．分析内容

脳Ｍ１･干

①体重、体脂肪率、血液性状、ＶＯ２ｍａｘな
ど、教室の初回時と終了時について身体生理的
側面から検討した。

②その変化を基に運動の習慣化や食生活の改
善など、ライフスタイルの変容をはかるための
教育内容や教育技法を検討した。今回は教室の
みに限定した。

ＤｑＤ④①⑤⑥⑦⑪⑰⑰⑰、⑧⑨③③⑰⑰

図１－２各人のウォーキング距離（－期目）
順位･子

3．教室の概要

11IMM鍵ｌｌＭ１

①ねらい・・・健康管理に関する知識の向上
と健康運動習慣の晋及び定着
②期間・・・１期目’92.9～1１
２期目’9212～Ⅲ93.2
週１回の１０週

図１－３各人のウォーキング距離（二期目）

③教室の・・・教室の内容はおおまかに健康
内容測定・検査、講話、運動、実
習の柱から構成されている。
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Ⅲ．結果および考察

4．結果の処理
１．教室期間中のウオーキング距離の推移

初回時と終了時に測定した身体生理的側面の

図１－１は、それぞれのクラス（－期目・二期

項目について、その変化の平均値、標準偏差、
最大値、最小値を算出し比較した。

目）における週毎のウオーキング距離（歩数）の
－３６８－
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平均をプロットし、教室期間中の推移を示したも

（１）講座の初回と終了時の比較

のである。図からわかるように、－期目のクラス

まず、個人別に検討する。表１は－期・二期に
おける講座初回時と終了時の個々人の体重と体脂
肪率の変化を示したものである。体重についてみ

では、１週目の7821歩から５週目の9689歩と週毎
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本講座についてはどうであっただろうか、次に身
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2．身体生理的側面の成果
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除く）と二期目合わせて２人である。このことか
らも歩行歩数の面では講座のねらいがほぼ達成で
きたと考えられるが、歩行歩数の極端に少ない参
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期目11人（55％）となっており、二つの規準内に
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歩以上は－期目５人（１６人中：31.3％)、二期

ＸＮ

上述の指標１万歩および非肥満者で平均7570歩
であったとする報告垂2を規準にしてみると、１万
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５
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(－期目）と図１－３（二期目）である。
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歩数5680歩を有意に上まわっている。
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ないものの、買物などですましている婦人の平均
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スポーツ好きの婦人の平均歩数16380歩には及ば

⑫６０.Ｃ

５５０００２０００５０５５００００５

いた歩行歩数を達成したと言える。また、波多野
の調査，)した家庭婦人の歩行歩数と比較しても
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で推移している。その点では講座のねらいとして

■■■□■■■□■■■●●●の●■■

エネルギー消費200Kcal-300Kcal切に近い状況

⑦５４.Ｃ

５０３０００５００００５００００００

歩，)、１日のエネルギー消費量の内の運動による

体脂肪率

ＰＲＥＰＲＯ変化 ＰＲＥＰＲＯ変化
８６３９１２２２２２３１５４１２２０
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両クラスの変動に違いは見られるものの、両ク

体的生理的側面から検討する。

体重

②３９.［

ラス共に約8千歩から１万歩の間で推移しており、

生理的成果が数多く報告されている鋤，)7)10)Ⅲ)'2）

期 年

平均で9462歩となっている。

表１講座初回と修了時の体重および体脂肪率の変化

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱

に徐々に増加した後、８週目の8348歩に減少、９
週目増加、平均で8929歩となっている。一方、二
期目のクラスでは、１～３週目にかけてやや横ば
い（9826～10016)、６週目の8709歩まで徐々に減
少、その後９週目に最高歩数10058歩に増加し、
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表２講座初回と終了時の血液性状およびVO2maxの変化
、
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｜動脈硬化指数ｌＶｏ２…

l鰹ｺﾚｽﾃﾛｰﾙｌＨＤＬ－ｃｈｌ中性脂肪
lr-GTP
ｌｃｍ、
NFIＩＧＣ
－期目

二期 目

金城：保健所における健康教室参加者の身体生理的効果と教育内容・方法の検討

ると、減少した者一期目１８人中１１人（61％)、

下が７人みられたが、講座終了時には６人の者が

二期目２０人中１０人（50％）である。逆に増加

50,9／d1以上に上昇している。また、その他の者
で値が減少した者でも正常範囲内での変化である。
中性脂肪については、－期目の受講生に増加

した者は－期目７人（38.8％)、二期目１０人

（50％）となっている。平均ではそれぞれに０．６

Kgの減少（－期目）と01Ｋｇの増加（二期目）で

(8.1,9／dl）がみられるものの、二期目の受講生

ある（表３)。

では逆に、30.1”／dlの減少がみられる（表３）。

体脂肪率の変化では、体重同様全体で－期目
1.7％の減少、逆に二期目0,8％の増加となってい

最近、「動脈硬化指数」。3という指標が使われ
ており、指数が3.0以下を正常値としている】s)。

る。個人別では、－期目１２人（66.7％）と二期

これについて表２からわかるように、終了時に減

目１０人（50％）の受講生に減少がみられる。こ

少のみられた者は､一期目で１８人中１５人(83.3

のように体重および体脂肪率の減少において必ず

％)、二期目で２０人中１６人（80％）となって

しもすべての受講生に満足いく結果が得られなかっ
た。これは、教室においてトレーニングの３条件

いる。また、初回時に3.0以上であった者一期目
１０人、二期目１１人の内、－期目では９人、二

としての運動強度、時間、頻度について学習し、

期目では２人が正常値の範囲内まで減少している。

さらに個々人の運動処方についても指導したもの

正常範囲内まで減少しなかった者でも－期目で１

の、実際の実習場面が１～２回にとどまったこと、

人、二期目で７人が下降している。正常値以上で

またそれぞれに見合った週毎の運動時間や頻度を

上昇したのが２人（二期目）みられる。追跡調査

設定し、それぞれに具体的ノルマを課して実践さ

と同時に教室以降結成されたサークル活動での栄

せ、それを分析評価するという方式をとらず、教

養運動両面からの指導が必要であろう。

室以外の運動実践については個人に任せたことに

心肺機能をみる指標であるＶＯ２ｍａｘの変化を

よる強度や実施時間のばらつきがあったことによ

みると、－期目１２人中８人（66.7％)、二期目

るものと思われる。したがって、週毎に個人に見

２０人中１４人（70％）の受講生にＶＯ２ｍａｘの

合ったノルマ（強度、時間、頻度）を設定し、実

向上がみられる。全体では3.2ｍl／kg／ｍiｎ（－
期目)、2.2ｍl／kg／ｍiｎ（二期目）の向上がみ

践・評価する方法が望まれる。この場合、毎日の
食事記録週)や運動日記'`)の利用や開発も必要で
ある。

表３－.二期の教室における身体生理的変化及び
血液性状の比較
一期教室二期教室

表２は、受講生個々人の血液性状およびＶＯ２

iＡＶＧＳＤＡＶＧＳＤ

ｍａｘの変化を示したものである。

総コレステロールでは、－期目９人（50％)、
二期目８人（40％）の受講生に減少がみられ、平

均では、それぞれに6.3,9／dlの減少と0.5ｍｇ／ｄｌ

身

体

VO2max初回’２８９１３８型.３５８
終了’３２」１４７２６．６６２

これを、動脈硬化予防のためには増ｶﾛさせた方

比較’３．２２２

がよいとされるＨＤＬコレステロールでみると、

人中１４人（70％）の受講生に増加がみられる。
受講生全体でみると－期目13.1,9／dl、二期目

2.7nz9／dlの増加となっており、－期目について

は統計的にも有為な増加を示している（表３）。
総コレステロール値が正常範囲内であっても、Ｈ
ＤＬコレステロール値が40ｍｇ／d1以下に減少する
と虚巾件心疾患の発症率と直接関係があるとされ
ている'5)。本講座の受講生にも初回時40噸／dl以

比較’－０６０１

体脂肪率初回’３２４６９２９６５２
終了’３０．７７８２９．９６８
比較’－１７０．８

の増加である。

－期目で１８人中１７人（94.4％)、二期目２０

体虚初回’５７．０８６５８．４１０３
終了１５６４８７５８５１０９

、

液

性

総コレス初回’２Z7.6鯛６２１６．８４０１
テロール終了1211.2280２１７２４６５
且較’－６３ｑ５

ＥｉＨＭ篦｜謡|:汀。：i１１：；

－－－蝋ｊ－鰹一=蕪=……瓢…………
中性脂肪初回’133.56301554953
終了１１４１６６５９１２５３６６．９
比較’８１－噸一-30.1

状
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られる（表３)。逆に、一期目４人、二期目６人
の受講生に減少がみられる。これは、一日の歩行

歩数としては充分達成されたものの、運動そのも
のの時間や強度が心肺機能を向上させるだけの運
動強度、運動時間が確保されていたかが疑問視さ
れる結果である。したがって、普段の運動実践に

みると、体重（0.4kg)の減少、体脂肪率（1.1％）

の減少、ＶＯ２ｍａｘ（1.1ｍl／kg／ｍin）の増加、
総コレステロール（13.5ｍｇ／dl)､中性脂肪(２３８
ｍｇ／dl)、動脈硬化指数（0.6）の減少、ＨＤＬ
コレステロール（5.4ｍｇ／dl）の増加であった。
特に歩数の少ない者に比べ、総コレステロール値

おける運動の強度や時間の把握、その分析・評価

と中性脂肪値の差が大きく、総コレステロール値

による運動プログラムの修正、指導・運動実践の

については統計的にも有為な差であった。
初期値が大きい者ほど効果の度合も大きいこと
が心拍数や体脂肪率の変化から報告されてい
る2)。本稿では、初回時の値について正常値を
基準に比較した（表５)。

サイクルを教室の内容方法として挿入する必要が
ある。

（２）歩行数の多少による初回時と終了時の比
較および初回時の値による比較
次に歩行歩数の多少および初回時の値によって

表５標準値以内・外の体脂肪率及び血液性状の初回
と修了時の比較

どのような差があるかを検討する。

｜初回｜終了時

2m～2501231.3＝17.612296±265；

－１．７

開.4

114

59.0

12.1

ル

ＩＩＤＬ

-0.4
３１３

－ｃｈ

6１

終了’２９７１２２２６７７５
比較ｉ３３１１
総コレス初回１２２３．３３９．０２２４．７３９９
テロール終了ｉ２２７９４６．４２１１２３１６
Ｌ上較’４．６－＊－－１郷５
ＨＤＬ初回｜調圖８１５５５９．６１７．２

－ｃｈ終了１６２８１５０ｆＮｉＯ１７３
比較ｉ９３５４
中性１１１１肪初回ｉｌ５８８８１９１４ｉｌ９８ｆｉＯ
終了ｉ150.17481201561

比較１－８７-238
動脈硬化初回；３．５１．４３.ＯＬ１
指数終了’２．８１．３２．４０．９

動脈硬化～３

2」±05ｉ1.9±O5i-O2＊＊±03

指飲３～

4.1±ｌＯｉ３２±l１ｉ－Ｏ９±0８

※0.5％※※0.1％※※※0.01

体脂肪率では、２６以上の二つの群に減少がみ
られ、正常範囲内（20～25％）では、わずかでは
あるが増加している（0.1％)。同様に、総コレス

テロール値も、200ｍｇ／d1以上の正常範囲外の二
つの群に減少がみられ、250ｍｇ／d1以上の高い群
で減少量が大きかった（15.9ｍｇ／dl)。
ＨＤＬコレステロールでは、正常範囲内の者は
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状

１

136～１２１６．７±070.8ｉ186.9±５９．１１－２９８＝63.3

■P■･----------~-----凸●-▲■･･●●･●●●●●●●●●｡■●c--■■-----■---~--■●●｡･･b-cのＳｃ●●□'●●ｓ●~①PP--■-.-

性

39～６９１４８．２±９５１５８．２二１２７１１０．０＊＊二82

70～１７９６±lU2i793＝l4Di-03＝7９

LIIﾔl:Iri肋４３～1361870±２６０１８９４±醜.０１２４＊＝234

終了１３０１５６３０２８０
比較ｉ－Ｏ７－Ｌ１
ＶＯ２ｍｕｘ初回ｉ２６５１Ｌ７２５６５７

－－－－－■－￣■---午●￣●巴●●ウーの●●■｡●●①■PcCccP●~－－－－－－－－－●－■-￣－－￣■￣●巳●●■■so-=｡●￣ｓい￣｡c■■~-----一･一一･一

液

２１うO～ｉ277.4＝１６５１２６１．６＝28.41 －１５．９

１２３

ステロー

一一十一十一

３．５

ＡＶＧＳＤ

Ⅵ２３

歩数多い

～200ｉ181,6±17.71185.1±26.81

２２４

生理的
Ⅲ

－０３

総コレス

一一ｑ一一’一一

体Ｉ

35.7

0．１
－２２

１４４

鍵|::臓二戦.11.

360

差（変化）
ＡＶＧＳＤ
３３９

歩数少い
;ＡＶＧＳＤ

３０～Ｉ

１４６

の比較

26.5

９８４

表４歩数の多少による身体生理的変化及び血液性状

23.6

＋’千一＋一

２６~301

28.7

８０１

23.5

２１５

体lHiMj率２０~２５：

十一十一一一

表４は歩行歩数の多少による身体生理的変化と

ｉＡＶＧＳＤｉＡＶＧＳＤ

比較１－０．７－０．６

（＊＊＊0.1％＊＊1％＊5％）

増加（10.0ｍｇ／dl)、高い者では減少する傾向
(0.2ｍｇ／dl）がみられた。統計的にも有為な差
がみられた。

血液性状を比較したものである。歩数の少なかっ

中性脂肪では逆に、正常範囲内の者では増加

た者では、総コレステロールが4.6抑，／ｄｌ増加

(2.4ｍｇ／dl)、高い者では大きな減少がみられた
(29.8ｍｇ／dl)。同様に統計的に有為な差であっ

したのを除いて体重（0.1ｌｂ,）の増加、体脂肪率

（07％）の減少、ＶＯ２ｍａｘ（3.3ｍl／kg／ｍin)、
ＨＤＬコレステロール（9.3ｍｇ／dl）の増加、中
性脂肪（8.7ｍｇ／dl)、動脈硬化指数（0.7）の減
少がみられた。一方、歩数の多かった者について

た。

動脈硬化指数では両者ともに減少し、３以上の
者で減少が大きかった。両者に統計的に有為な差
がみられた。
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表６プログラム（１期目）の内容
ね

第一回

ワ

い

スタッフ

開会式

所長

動機づけ
参加する16ｹ機を明確
にして、個々の目標
をたてる｡

3．講座の内容・方法に関する検討

内容

医師
１オリエンテーション

保健飼

教室のねらい、検】1tの 皿iM指導士

意裟
８月４日
節二回

ろう。

成人病について

２ウォーキング

理解する

３交流会

講座の内容を表６に示した。さらに表７に募集

健康度測定を行い、個

１ストレッチング

医師

時の内容紹介を示した。さて、今回の講座のねら

々のケースの支援万針

２保健度測定(弁当持参） 歯科医師

い（目標）は、１）自己の健康上の改善点を認識

をたてる。
9,11日

医学的検査

検査技師

体力測定

迎動指導士

３歯科検診

保健姻
理学療法士

範＝FTI

個々の日附生活（食郡
、

家躯、労働の内容や

時間）をふり返りその

背殿をとらえて問題点
に気づかせる。
９月18日

実践法を学ぶ

る３）健康的な生活習慣を身につけさせるために、

栄養士

食生活、日常生活、

医師

適当な運動および休養を選択して継続的に実践で

迦動面

迎動指導士

習得であった。表６や表７からわかるように、か

と成人捕予防について 歯科衛生土

なり内容豊富であり、４つの目標に見合った内容
となっている。

ｌ識話
(健康墹進のための

体育学
助教授
保他蝿

２ストレッチング

第五回

食事の必要鼠、組み合
わせ等について理解す

１食辮の必要量と組み 保健蝿
合わせについて

栄養士

10月９日
第七回

ZmlPFiml淀の実習

日常生活の巾で運動凪

１ストレッチ

をチニックし生活背景

第八回

10月23日

２ウォーキンクについて 助教授

体育学
係胚翻

る。しかしながら、バランスのとれた食生活や運

動習慣の定着という観点から講座を分析評価した
場合どうであっただろうか。当然、運動・栄養両

自己健康…のⅢ饗性

１鋼理実轡

迎勤指導土

に気づかせる。

２ストレッチ

保鯉蝿
栄護士

の必要風を知る

面から検討を加える必要があるが、ここでは運動

の側面からのみ検討する。

迎動習慣を身に付ける

１エアロビクス体操

皿､MH導土

身体生理的変化において一定程度の成果があっ

ストレス解消法、休息

２識話

心 理擦法土

たと判断されるが、必ずしもすべてにおいて満足

のとり方を理解する。
各自の努力の結果を
する

10ﾉﾘ30日

11）１６日

じょうずになった」など４つの目標が達成されて
いることが受講生の感想から読み取ることができ

理学療法言上

測定をとおして確認

第一'一回

ようになった」「歯磨き重視、8020をめざしてが

迎鋤習慣を身につける

(ストレス解湘法と休息 保

他婦

のとり方）
第九回

をするようになった」「ジョギングをするにも脈
拍を計り、自分に合った運動をすることができる

をとらえる。

調理実習を通して一日
10月16日

これらの内容と関わって、「甘いものが好きだっ
たがやめることができた。カロリーも考えて食事

んばっている」「意識することで休養のとり方が

る０

３ストレッチ

第六世Ｉ

きるようにする４）成人病予防等の正しい知識の

２結果説明、通勤不足 理学療法士

迎動について）

９月25日

る２）バランスのとれた食生活習慣を身につける
ために、自分の食生活を自己評価できるようにす

保健鋼

３ウォーキング(ﾋﾟﾃｳｹ３１彫）

運動の基礎的な知識と

させ、自ら解決法を工夫して実践できるようにす

ｸの方法

l日常生活状況チェッ

４ブラッシング指導
第四回

通常の授業を分析評価する際、目的・内容・方
法・評価の統一がなされていたかが問われる。そ
れは地域の健康講座を分析評価する際も同様であ

のいく結果が得られたわけではない。
例えば、体重や体脂肪率の変化をみると、体重

lHEKlUH】､淀(弁当持参） 底ＲｉＩｊ
医学的検査

歯科医師

体力測定

検査技術

２歯科検診

i､動指導貝

で61％と50％、体脂肪率で66.7％と50％の減少者
率であった。むしろ増加した者も含め、脂肪を燃

保健婦

焼させるだけの運動強度や時間が確保されていな

３ストレッチ

理学療法士

今までの努力を評価す

１検査結果の見方

所長

かったことが予想され、肥満予防のための減量や

ることにより、今後の

２いろいろな歩行

医師

健康の自己管理を促す

３これまでの評価

栄養士

法であったことが示唆され、すでに前述の１，２

d閉識式

検査技師

５恩親会

理学療法士
保健鯛

で分析したように、教室のある日以外の日常の運

その維持という目標からすると不十分な内容や方

動実践での問題を解決する内容や方法を取り入れ
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表７募集時のパンフレット（二期目）

ZHlボ
ング

吟
臼
識

ｉｉ面

蕊

ステップ

攻至ノ
ー栄養に

lｉ １ｉｌ ｉ ｉ

､麓

（ビラ
犬況：
貧生ｉ 苫、日禰

､蕊

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■▲■■■■■■■●■■■■■■■■■い■

DｌｌＺＰ

岸
３（巾K春｡

fl菱！
ヨ照肘

今日の料鉾

、歯科検逮

●■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■●■■■■■■■■■■Ｐ

よ－しがんばるぞ.'

10

□'七二十領…bヱコ

織適

曰にソ人1｣ｐＩ]【
Zロ

ス躍消法｣=休憲

雲2霊：

EＩ５Ｆ

渦鰯(i〕

る必要がある。ところで、同様の教室の例で「１２
週間ウオーキングル)、「保健所を基盤とした大
阪方式」3)`)、「ウオーキングのすすめ」'6)等があ
るが、これらはいずれも今回の筆者らの講座の内
容や方法とは異なり、講座期間中の内容はウォー
キング（実技）が主で、週毎のメニューが設定さ

(日常）・食事記録・運動日記→分析・評価・指
導・実習（２回目以降の教室時）→個々人での運
動実践（日常）のフィードバック方式を導入し、
教室期間中の運動実践の徹底と定着が必要である。

れ、ウォーキング確実に実施されている。そのこ

食事指導、成人病の基礎的知識のカリキュラムに、

とがこれらの講座においては充分な身体生理的効

参加者は喜々として、とても積極的に参加し、自
分の立てた減量目標を達成して卒業（？）します。

果が得られたものと思われる。今回の講座では実

ところで、今回は、講座期間中に限定したが、

｢体重計という指標にしたがって、運動の実践、

技実習（ウオーキング）は正味３回であり、それ

しかし、１～３年後の間には８割の人が参加以前

は講義と運動処方の実際および歩行分析（１週)、
そして、目標心拍数でのペースをつかむための実

の体重にもどってしまいます」'印、そのため地域
における健康教育は「理解する養成の段階にとど

技指導（１週）であった。減量とその維持および
定着を第一の目的とするならば、実技指導の回数

まらず、実践力をつけるものでなければなりませ
ん」鯛)というように、講座期間中のみでなく、講

を増やすとともに、その内容として、個々人の減

座後のフォローアップやその内容、方法の検討が

量値（目標)の設定と、そのための一日の｢摂取エ

必要である。

ネルギーと歩数」、なども組み込む必要があろう。
さらに、健康度測定（健康診断、体力測定など）

教室後のサークル化およびその指導も課題とし
て残されている。幸い両講座共にサークルが結成

→目標値の設定→運動処方（週毎のメニュー作成）

され、活動が継続されている。それらを追跡調査

→実習（各週の教室時）→個々人での運動実践

すると同時に、講座後のメニューや方法、サーク

－３７４－
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ルの定着化までのメニューの開発など、さらに検
討していく予定である。

有意な差がみられた。

4）上記２）の身体生理的側面の効果の向上や
減量とその維持を達成するには週毎の講座の

４．まとめ

中味として、個人毎の運動強度と時間を設定
したウオーキングプログラム実施回数の増加

本稿では、９２年９月から１１月に開催した－

と反復学習を行う必要がある。

期目の教室参加者１８人と同年１２月から９３年
２月に開催した二期目の教室参加者２０人、計

なお、本稿で対象とした２期の講座の後、短期

３８人を対象に身体生理的側面の効果とその教育

ではあったが宜野湾市での講座を開催した。これ

内容、方法について検討した。

について詳細な分析は行っていないが、教室の内

その結果、次のことが明らかになった。
一期目平均8348歩、二期目平均9462歩となっ

容・方法を検討する際の興味ある結果が得られた
のではないかと考える。また、この講座は従来の
縦割行政の壁をとつぱらい、保健所、保健相談セ

ており、健康づくりのための基準とされる１

ンター、社会体育課、体育指導委員がタイアップ

１）講座期間中の週毎のウオーキング距離は、

万歩にほぼ近い状況であった。しかしながら、

して実施できた事業である。教育内容、方法の検

受講生の２人に基準達成に至らない者がみら

討を含め、次回に報告する予定である。

れた。

２）身体生理的側面の効果は、体重で60％と５０

注）

％、体脂肪率で66.7％と50％のそれぞれの講

。ｌ保健センター職員が、健康診断の結果を集計

座での減少者率であった。

し算出した興味深いデーターである。

総コレステロールでは、５０％と40％の減少

’２ＮＨＫ講座

者率であった。また、ＨＤＬコレステロール

では94.4％と70％の増加であった。中性脂肪

鞠３動脈硬化指数＝

蝋ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ-HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

では－期目で増加を示したものの、二期目で

は30.1ｍｇ／dlの減少がみられた。動脈硬化

ＨＤＬコレステロール
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