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沖縄県地域住民の代替療法に対する意識とその利用状況の実態調査
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ABSTRACT

Thisstudywasaimedatclarifyingtheadvantagesanddisadvantagesofalternative
therapybysurveylngitsutilization,awarenessandotherrelatedfactors.Aquestionnaire
wasusedtosurvey1,121subjectsworkingindifferentcompanies,particlpantSOfadultday
servicecentersandpersonswhocameforphysicalcheckupsinOkinawa,from Marchto
Juneof2003.Allsubjectswereinformedabouttheaimofthestudyandthosewhogave
theirconsentwereregisteredforthestudy.Thequestionnaireconsistedof16itemsof
questionsregardingbasicattributes,utilizationofalternativetherapy,thekindofutili-
zation,expenseetc.Therelationshipbetweenutilizationofalternativetherapyandhealth
locusofcontrolwasinvestigateduslngtheJapaneseversionofHealthLocusofControl
(HLC).Theeffectofalternativetherapyonqualityoflife(QOL)wasmeasuredwiththe
WHO/QOL-26.Alternativetherapyinthisresearchwasdefinedasalltherapyexcept
thoseusedinorganizedmedicalpractice.TheSPSSstatisticalpackage,ver.6.1wasused
fordataanalyses.1)About40%ofthesubjectsutilizedalternativetherapy.Themost
utilizedonewasdietarysupplements.Thekindsofutilizedtherapydifferedwithage

g.roupsandconditionsofdisease(p<0･05-0･001)･50%ofthemotivationstoutilizealterna-
tlVetherapywereforhealthmaintenanceandimprovement.70%answeredthattheywere
satisfiedwiththealternativetherapytheyused. 2)Thesourcesofinformationonal-
ternativetherapywerefriends,massmediaorfamiliesfor80%ormoreofthesubjects.
70%ofthesubjectsconsultedmedicalpersonnelaboututilizingalternativetherapy.The
consultativecontentsweremostlyrequestsformoreinformationfrom medicaldoctors.
3)Theusersforalternativetherapyhadmorepositiveimagesthannon-users(p<0.05-
0.001).4)Utilizationofalternativetherapycorrelatedwithbasicattitudessuchassex,
agegroup,Occupation,education,medicalhistory,presentmedicalcareandbeingon
medication(p<0.05-0.001).5)Theusersofalternativetherapyhadhigherscoresinall
HLCsthannon-users(p<0.05-0.001)exceptPHLC.6)Theusershadhigheraveragea
valueofQOLthannon-users(p<0.05-0.001).RyuhyuMed.J.,24(2)59-69,2005

Keywords:Alternativetherapy,Utilization,Awareness,Okinawanpeople
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Table1Characteristicsofusersandnon-usesrsofalternativetherapy

Total Users Non-users Statisticalslgnificant

Thesubjects 748(100) 314(42.0)' 434(58.0)
Sex Male 120(33.0) 244(67.0) ***

Female 194(50.5) 190(49.5)

Ages 20S

30S

40S

50s

Over60S

Total (Mead±SD)

34(33.0) 69(67.0)

51(39.5) 78(60.5)

60(41.3) 91(58.7)

67(37.6) 111(62.4)

98(53.6) 85(46.4)
52.2±18.2 47.5±17.0

**

OccupatlOn Having 247(39.2) 383(60.8) ***

Nothaving 67(56.8) 51(43.2)

Educationcareer Primary,Juniorhighschoo1 85(51.8) 79(48.2)

Seniorhigh,Technicalcollege 129(37.4) 216(62.6)

Colledge,Univerclty,Graduateschoo1 99(33.4) 137(66.6)
PastdlSeaSe Had 119(50.6) 116(49.4) **

Nothad 193(37.8) 317(66.6)

Presentdisease Having 116(53.7) 100(46.3) ***

Nothaving 197(37.2) 333(62.8)

Internalmedicine Taking 108(51.2) 103(48.8) **

Nottaklng 205(38.2) 331(61.8)

緒 言

近年,｢健康日本21｣に鑑み,全ての国民が健康で明

るく元気に生活できる社会の実現のために,健康の維持

増進や疾病の予防にますます焦点が当てられるようになっ

た1).これに伴って人々の健康に対する意識も高まって

きている.このような状況の中,代替療法に対する人々

の関心が高まり,利用されるようになっているが,その

実態は未だに不明である.

アメリカやイギリスにおいては,健康の維持増進 ･疾

病の予防ひいては医療費の抑制という観点から代替療法

への関心が高く,特にアメリカにおいては,2001年国

立CAM センター (NationalCenterForComplemen-

taryandAlternativeMedicine;NCCAM)が国立衛

生研究所 (NationalInstituteofHealth;NIH)の

支援により設立され,本格的に代替療法の有用性につい

ての研究が取 り組まれている2).また,Eisenbergら

(1997)の調査によると,米国民の42.1%が何らかの代

替療法を利用 しており,これは1990年の調査と比較し

て約10%の増加であることが明らかとなっており,年々

増加傾向であることが報告されている3).

そこで今回,沖縄県における地域住民 (企業就労者 ･

デイサービス参加者 ･人間ドック受診者など)を対象に

代替療法の利用状況 ･意識及び関連要因を検討すること

により,その利点や問題点についての示唆を得,医療現

♯:Datarepresentnumberofsubjectswlth% inparentheses.
*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001byx2test

場や地域における今後の代替療法の在 り方について考察

することを目的に本研究を行った.

研究対象及び方法

2003年 3月から6月にかけて,沖縄県内の企業就労

者,生きがい型デイサービス参加者,人間ドック受診者

などを対象に,調査の主旨を説明し,研究の同意の得ら

れた1121名を対象に無記名式の自己記入式アンケー ト

調査を実施した.対象者のうち,811名から回答が得ら

れ (回収率72.3%),記入不備を除く748名 (有効回答率

66.7%)を本研究の分析対象とした.なお,本研究にお

ける代替療法とは,｢西洋医学領域において科学的に未

検証及び臨床的に未応答の医学 ･医療体系の総称｣

(1996年;日本補完代替医療学会)を参考に,調査対象

者が理解しやすいよう ｢一般の総合病院やクリニックで

行われている治療 ･療法以外の療法のことで,漢方や銭,

健康食品,栄養補助食品,カイロプラクティスなど広く

含むもののこと｣として用語の規定を行った.

調査内容は,対象者の基本的属性,代替療法利用の有

無,利用している代替療法の種類や費用などの利用状況

や意識などの16項目と日本語版HealthLocusofCon-

trol(以下JHLC),QOL調査票 (以下WHO/QOL-26)

より構成されている.

JHLCは,堀毛4)により日本人独自の健康,病気観
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thetotalof314.*p<0.05,***p<0.001

byx2testを反映して開発された尺度であり,HL

Cとは健康統制観のことで健康の所在をどこに帰属するかを問うものである.JHLCで

は,健康の所在を自分自身に帰属するInternalHealthLocus

ofControl(IHLC)5項目,衣族や有力な他者に帰属するFamilyHealthLocusof

Control(FHLC)5項目,神仏などの超自

然的なものに帰属するSupernaturalHea

lth Locus of Control(SHLC

)5項目,運や偶然などに帰属する ChanceHealthLocusofControl(CHLC)5項目,医療者な 61どの専門職に帰属するPro

f
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Table2Monthlycostsofalternativetherapy,andperceptlOnSaboutcosts

Cost(¥) 314(%)

< 5,000

5,000-< 10,000

10,000- < 50,000

50,000- <100,000

100,000- <200,000

0thers

Noanswer

182(58.0)

69(22.0)

42(13.4)

2 (0.6)

1 (0.3)

15 (4.7)

3 (1.0)
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Veryhigh
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Vinegar

Mineralwater**

Tea**

Lactobaclllus

Herbs* * *

0 10

20 100(%)Fig.3Comparisonofalternativetherapyusebetweensubjectswithandwithoutillness

#:Thenumbersinpar･enthesesrepr･esentthenumberofthesubjectsinthetotalof314
*p<005,**p<0.01,***p<0

.001byx2test間関係や社会的支援な

どの社会的関係 3項目,居住環境や交通手段などの環境 8項目か

ら構成されており,すべての下位項目を1から5のスコア得点

とし,得点が高いほど現在のQOLが高いことを意味する

.本研究におけるWHO/QOL-26のクロンバッ
ハのα係数は0.71-0,86であ



宮 尾 鈴 ほか

Table3ComparisonsofJHLCinusersandnon-usersofalternativetherapy

Users(n-314) Non-users(n-434) Utest

SHLC 14.87±5.44

IHLC 26.33±3.44

CHLC 16.21±5.60

FHLC 23.98±3.86

PHLC 20.65±4.54

13.20±5.50 ***

25.66±3.38 **

14.85±5.49 *

23.15±4.19 *

20.07±4.71 n.S

*p<0.05,**p<0.01, * * *p<0.001byMann-WhitheyUtest

代替療法利用者は314名であり,非利用者は434名で

あった.代替療法の利用に関しては,性別では,女性が

男性よりも多かった.年代別では,60歳以上の利用が

最も多く,次いで40歳代の順であった.職業別では,

無職者の利用が多かった.最終学歴別では,義務教育ま

での利用が最も多く,次いで高校 ･専門学校,短大 ･大

学･大学院の順であった.既往歴別では,既往歴が ｢有

る｣と回答した者の利用が ｢無し｣と回答した者よりも

多くなっていた.現病歴と代替療法の利用についてみる

と,現病歴が ｢有る｣と回答した者の利用が ｢無し｣と

回答した者よりも多くなっていた.内服中の薬の有無別

では,内服中の薬が ｢有る｣と回答した者の利用が ｢無

し｣と回答した者よりも多くなっていた (Table1).

また,代替療法利用の有無と基本的属性との関連では,

性別 (p<0.001),年代 (p<0.01),職業 (p<0.001),

最終学歴 (p<0.05),既往歴 (p<0.01),現病歴 (p<

0.001),内服中の薬の有無 (p<0.01)に有意差が認め
られた.

2.利用実態

現在,代替療法を利用している314名 (42.0%)を対

象に,代替療法の利用状況を複数回答でみると,全体で

1123件あり,｢栄養補助食品｣が13.4%と最も多く,吹

いで ｢ウコン｣9.8%,｢運動｣6.4%,黒酢やもろみ酢

を含む ｢酢｣6.0%,イオン水や海洋深層水を含む ｢水｣

5.6%,｢健康茶｣4.8%,｢乳酸菌｣4.2%,｢野菜ジュー

ス｣3.7%,｢アガリクス｣3.8%,｢外からの力で健康を

回復させる方法｣の ｢マッサージ｣3.1%の順であった

(Fig.1).
年代別に利用頻度の高い代替療法をみると,20歳代

では,｢栄養補助食品｣の利用が17.9%と最も多く,吹

いで ｢運動｣9.0%,｢野菜ジュース｣6.7%であった.30

歳代では,｢栄養補助食品｣の利用が15.6%と最も多く,

次いで ｢水｣8.0%,｢ウコン｣7.1%のであった.40歳

代では,｢栄養補助食品｣の利用が12.9%と最も多く,
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次いで ｢ウコン｣10.9%であった.50歳代では,｢ウコ

ン｣の利用が12.1%と最も多く,次いで ｢栄養補助食品｣

ll.7%,｢運動｣,｢水｣がそれぞれ6.9%であった.60歳

以上では,｢栄養補助食品｣の利用が11.5%と最も多く,

次いで ｢ウコン｣10.6%,｢健康茶｣9.1%,｢酢｣7.6%

であり,年代間で有意に利用頻度に差がみられたのは

｢酢｣ (p<0.05), ｢薬草｣ (p<0.01), ｢健康茶｣
(p<0.001)であった (Fig.2).
現病歴の有無別に利用頻度の高い代替療法についてみ

ると,現病歴が有る者では,｢栄養補助食品｣ll.2%の

利用が最も多く,次いで,｢ウコン｣10.7%,｢健康茶｣
7.4%,｢運動｣7.1%,｢酢｣5.6%,｢薬草｣4.6%の順で

あった.現病歴が無い者では,｢栄養補助食品｣の利用

が14.5%と最も多く,次いで ｢ウコン｣9.3%,｢水｣

6.6%,｢酢｣6.2%,｢運動｣6.0%,｢乳酸菌｣4.4%の順で

あり,現病歴の有無により利用額度に有意な差がみられ

たのは,｢栄養補助食品｣(p<0.05),｢水｣(p<0.01),

｢健康茶｣(p<0.01),｢薬草｣(p<0.001)であった

(Fig.3).
代替療法に費やす 1ケ月の費用については,｢5000円

未満｣が58.0%と最も多く,次いで ｢5000-1万円未満｣
が22.0%,｢1-5万円未満｣が13.4%であった.かか

る費用の認識については,｢ふつう｣ と回答した者が

43.0%と最も多く,次いで ｢やや高い｣が21.3%の順で

あった (Table2).

代替療法を取り入れた動機では,｢健康の維持増進の

ため｣が42.9%と最も多く,次いで ｢症状の改善のため｣

が14.5%,｢自分でできることをや りたいから｣が

12.2%,｢疾病の予防｣が10.3%,｢勧められてやってみ

たいと思った｣が8.3%,｢病気の治療のため｣が6.7%,

｢家族や友人に勧められて仕方なく｣が3.5%となってい

た (Fig.4).
利用後の変化としては,｢症状が良くなった｣が25.2%

と最も多く,次いで ｢精神的に安定した｣が23.1%,
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0Fig.5Changeofhealthconditionsafterutilizationofalternat

ivetherapyThedatarepresentthepercentageofsub

jectsinthetotal314.｢健康に自信が

持てるようになった｣が21.8%,｢取 り入れる前と変わらない｣が20.9%の順で

あり,｢症状が良くなった｣などの肯定的な

意見をあわせると約8割であった (Fig.5).

代替療法に関する情報源については,｢友人 ･知人｣と回答した

者が32.9%と最も多 く,次いで ｢メディア｣が27.3%,｢家族｣が18.9%,｢商品を扱 う会社｣ が

8.00/.,｢医療者｣が3A%,｢医学的文献｣が2.50/.,｢同 (%)病者｣が2.5%であった (Fi

g.6).代替療法の利用に際し,医療者への相
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Table4RelationshipbetweenJHLCandutilizatlOnOfalternativetherapy

LoglSticregressionβ Oddsratio

上川u

慧

m

pHL｡

芸

C

.021

.008

.051●

-.007

.041*

-2.596

1.021

1.008

1.053

0.993

1.042

LogistlCregressionanalysIS *p<0.05

Table5ComparisonsonWHO/QOL-26inusersandnon-usersofalternativetherapy

Users(n-314) Non-users(n-434) Utest

Physicaldomaln 3.64±0.64

PsychologlCaldomaln 3.59±0.69

Socialdomain 3.71±0.70

Environmentdomain 3.67±0.71

TotalscoreofQOL 3.60±0.59

3.61±0.60 n.S

3.45±0.68 *

3.53士0.71 **

3.44±0.70 ***

3.47±0.57 **

*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001byMann-WhltheyUtest

1114%などとなってY､た (Fig･7).医師以外の薬剤師
や看護師などの医療者への相談の希望は,36.2%となっ

ており,医師からの情報を求めている声が多い現状であっ

た.

JHLCの代替療法利用者と非利用者の平均得点の比

較では,代替療法利用者が非利用者に比べ,｢PHLC｣

を除くすべての項目でHLC得点は有意に高く,そのう

ち特に ｢IHLC｣の得点が高かった (Table3).すべ

ての下位領域が代替療法利用者が非利用者に比べ高く,

｢PHLC｣を除くその他のHLCに有意差が認められた

ことから,どのHLCが代替療法の利用に関連している

のかを明らかにするために,ロジスティック回帰分析を

行った.｢PHLC｣を除くすべてのHLCが,代替療法

の利用を促進する方向に働いており,その中でも,自分

自身の健康は自分で守るという ｢IHLC｣と健康でいら

れるのは神仏などのおかげとする ｢SHLC｣が統計的有

意水準に達しており,この2項目が関連することが明

らかとなった (p<0.05).また,代替療法の利用は,

｢IHLC｣ では,得点が1点上がることで1.053倍,
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｢SHLC｣では得点が1点上がることで1.042倍に増加す

ることがわかった (Table4).

代替療法利用者 ･非利用者におけるWHO/QOL-

26の比較では,身体的領域を除く他の領域では,代替

療法利用者の方が,非利用者に比べ,QOLの平均得点

は有意に高かった (Table5).

考 察

今回の調査結果より,沖縄県地域住民の約 4割の者

が何らかの代替療法を実際に利用していることが明らか

となった.この値は,1997年にアメリカでEisenberg

らによって実施された調査結果3)とほぼ同率であった.

実際に利用している代替療法の種類としては,栄養

補助食品やウコンを含む食事 ･ハーブ療法が多いのに

対 し,アメリカにおいては昧想などのリラックス法や

ハーブ,マッサージ,カイロプラクティスなどが多い

ことが報告されている3,6).ァメリカやヨーロッパで

は,代替療法の専門家がおり,そこへ通い,アドバイ
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rapyスを受けながら,代替療法を利用する傾向が

あるが,本調査においては,代替療法の専門家や施術

者の所を訪れて利用する代替療法よりも,一人で手軽

に利用できる代替療法が多 く用いられている現状が明ら

かとなり,アメリカ′･ヨーロッパなどの欧

米諸国とは代替療法の利用形態が異なっている現状にあっ

た.日本で行われた調査 と比較すると,2001年
に今西ら7)が,大阪の漢方専門診療所および京都の一般診療 所の患者を対象に実施 した調査では,漢方

に次いで,栄養補助食品,銭,マ ッサージ,灸の利用が多 く

,1995年に神戸で坪井8)によって実施された調査

では,どくだみ等の薬草類の利用が最 も多 く,次いで

鋭,マッサージの順であることが報告されている.一

方,本調餐では,栄養補助食品に次いで,ウコンの利

用が高いことが明らかになってお り,他県で利用頻度の
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による利用の違いが明らかになったが,このことは,

地域特有の気候や文化などが少なからず影響を及ぼし

ていると考える.沖縄県においてウコンは馴染みの深

い薬草であり,亜熱帯の気候で良く生産される植物で

ある9).普通に一般の家庭で栽培されていることも多

く,今回,利用が栄養補助食品についで2位であった

のは,このような背景があるものと考える.

年代別に代替療法の利用についてみると,60歳以上

の利用が53.6%と最も多 く,逆に20歳代の利用は33.0
%と最も少なかった.この結果は,今西ら7)や坪井8)

の研究結果と一致し,高齢になるほど利用率が高いこ

とが伺えるが,アメリカのEisenbargら3)の調査では,

働き盛 りの30-50歳までの利用が高いことから,他国

とは利用者の傾向も違うことが明らかとなった.アメ

リカにおいては医療費の高騰を背景に,厳 しい保険制

度が導入され,その結果,国民には自分の健康は自分

で管理すべきだというセルフケアの意識が高 く,代替

療法への人気が高いと報告されている10).こうした,

医療保険制度の違いが国別による利用者の違いに影響

を与えていると考えられる.利用頻度の高い代替療法

については,50歳代を除く全ての年代群において,栄

養補助食品の利用が一番高いが,2位以降は年代別で

違いがみられ,特に50歳代においては,ウコンの利用

が最も高かった.ウコンは肝機能を高める効果がある

と宣伝されている9)が,科学的な根拠はいまだ不充分

であり,早急にエビデンスを確立する必要があると考

える.

現病歴の有無別に代替療法の利用についてみると,

現病歴が有る者の利用が53.7%と無い者の利用37.2%
よりも高くなっていた.利用頻度の高い代替療法につ

いては,現病歴が有る者では,｢ウコン｣｢薬草｣｢健

康茶｣などの利用が高 く,無い者では,｢栄養補助食

品｣｢運動｣｢水｣などの利用が高 くなっており,現病

歴の有無によって利用に違いがあることが明らかとなっ

た.今回の調査では,疾患の詳しい内容については質

問していないが,2001年に本研究室にて乳癌患者を対

象に行った調査では,アガリクスやプロポリスなどの

免疫力を高め,がんに効 くとされている代替バイオ療

法の利用が多く11),また,糖尿病患者を対象とした森

ら12)の調査では,クロレラや血糖値を下げる効果があ

るとされるお茶類などの利用が高いことが報告されて

いる.以上のことより,現病歴が有る者で,代替療法

を利用している者は,｢薬草｣｢健康茶｣の中に自分が

有している疾患に効果があるとされているものを取 り

入れていることが考えられる.

代替療法に1ケ月にかかる費用についてみると,大

半の人が1万円以内であり,費用に対する認識として

も ｢やや高い｣から ｢全然高いとは思わない｣の間で

90%以上を占めており,手頃な値段のものを利用して

いることが明らかとなった.しかし,全体の 1%程度
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ではあるが,月に5万円以上の高額な費用を代替療法

に費やしている者もおり,このような対象に関しては

代替療法の過度の利用の可能性が示唆され,今後,過

剰摂取による肝機能障害や多額の投資による生活の圧

迫などの問題点に結びついて行 く危険性が考えられる.

代替療法を取 り入れた動機では,｢健康の維持増進

のため｣との回答が最も多く,利用後の変化としては,

｢症状が良くなった｣｢精神的に安定 した｣｢健康に自

身が持てるようになった｣などの肯定的な意見が約 8

割を占めていた.渥美13)は,｢代替医療は,保健 ･予

防を目的とし,自然治癒力の向上を目指し,ライフス

タイルの改善が中心である｣と述べている.今回の調

査対象者は,渥美が述べているように,自分自身の健

康に対するセルフケアとして代替療法を取 り入れてお

り,効果を感じていることが明らかになったものと考

える. しかし,一方で全体の6.7%の者は,病気の治

療のために代替療法を利用 しており,1.7%と僅かで

はあるが,取 り入れる前よりも状態が悪 くなったと回

答している者もいる.イギリスにおいて代替医療とは,

西洋医学を相補うものとされ,相補 ･代替医療と呼ば

れており,代替療法もあくまで西洋医学を補助するも

のとして用いられている.日本においても代替療法は,

病気の治療や外科的手術には,EvidenceBasedMedi-

cine(EBM)の確立されている近代西洋医学的な治療

法を用い,ス トレスの軽減や健康の保持増進,疾病の

予防には代替療法を取 り入れていくという考えが主流

となりつつある14).病気の治療の一環として代替療法

を利用することに関しては,EBM が確立されている

ものは少ないという事実や保健 ･予防,また西洋医学

を補うものとして利用することが望ましいという正 し

い情報の普及の必要性が示唆された.実際に,代替療

法の情報源について質問したところ,友人 ･知人,メ

ディア,家族で8割を占めており,.逆に医療者や医学

的文献などは5%程度と少なかった.前田ら15)は ｢新

聞 ･雑誌の代替医療関連広告やテレビ,ラジオの代替

医療に関する情報には,読者 (視聴者)をミスリー ド

する危険性のあるものが多 く,ミスリー ドされる対象

は,病人やその家族であることが多 く,プライマリ医

が積極的に患者と対話し,関わっていくことが大切で

ある｣と述べている.今回の調査において,代替療法

利用者の約 7割が,医療者からの相談を必要としてい

るのに対し,実際に相談するか (もしくはしているか)

という設問に対 しては,同じく約 7割の者が相談しな

い (していない)と回答していた.つまり,医療者に

相談したい希望はあるが,現実的には相談していない

という実情が明らかとなった.特に ｢医師｣から ｢効

果について｣｢安全性について｣などの情報を必要と

していることが明かとなり,医師が代替療法を真向か

ら否定することなく,柔軟な姿勢で患者と対話をし,

相談相手になって欲しい希望があることが考えられ,
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医師は患者と十分なコミュニケーションをはかり,伝

頼関係を築 くことが重要であると考える.また,医師

に相談しづらい場合は,患者の身近にいる看護者が話

を聞き,代弁する役割もあると考える.代替療法の中

には,薬剤との括抗作用を持つもの16)や疾患増悪例の

報告もあり17),医療者は患者に正 しい情報を提供する

必要がある.アメリカやイギリスおいては,健康の分

野での過度の宣伝を監視する団体が存在しており,日

本においても,医療者を含めたこのような情報監視と

相談窓口を設置することや国民生活センターに設置さ

れている相談窓口などの普及及び国民-の周知が急務

であると考える.

代替療法の利用と基本的属性との関連では,代替療

法の利用と性別 ･年代 ･職業 ･最終学歴 ･既往歴 ･現

病歴 ･内服中の薬の有無が関連していることが明らか

となった.特 に,性 ･年齢 ･学歴 については,

Eisenbargら3'の研究と同様の関連が認められた.今

徳,病院外来などでカルテや問診による情報収集の際

にこのような特性の人に代替療法の利用が関連してい

るということを念頭にいれておくことで,早い段階で

アプローチすることができ,患者が自分からは言い出

しづらい代替療法に対する情報をいち早 く医療者が入

手することができると考える,

HLCとの関連についてみると,PHLC(健康の所在

を専門職に帰属する概念)を除 くすべてのHLCが代

替療法利用者の方が,非利用者よりも有意に高くなっ

ていた.利用者のHLCと基本的属性についてみると,

代替療法の利用が高い者がHLCも有意に高い傾向に

あった.なかでもIHLC(健康の所在を自分自身に帰

属する概念)の得点が高く,自分の健康は自分で守る

と考えている人が代替療法の利用が高いように思われ

たが,その他のHLCも有意に高かったため,ロジス

ティック回帰分析を行った.その結果,PHLCを除く

すべてのHLCが代替療法を利用に促進する方向に働

いており,なかでもIHLCとSHLC(健康の所在を徴

自然的なものに帰属する概念)が統計的有意水準に達

していた.この一見相反するように思われるHLCが

代替療法の利用に有意に関連 していることは,特に

SHLCに関しては,沖縄県には先祖崇拝の意識が深い

ため,SHLCの質問項目にある ｢健康でいられるのは

ご先祖様のおかげである｣という意識が強く作用 した

ものと考える.また,代替療法というものは,非科学

的なもの ･超自然的なものであるという意識が根底に

ある結果である可能性も高い.実際に,統計的有意水

準には達していなかったものの,医療従事者などの専

門職に健康を帰属するPHLCに関しては,代替療法の

利用を促進 しない方向に働いていた.一方で,IHLC
が高いことは,自分の健康は自分自身で守るものと考

え,代替療法を利用 しているが,実は神頼み的な要素

も含んでいることが示唆された.

QOLとの関連についてみると,代替療法利用者の

方が,非利用者に比べ,QOLの平均得点は有意に高

くなっていた.実際に,今回の調査においては,利用

者の大半が何らかの良い効果を感じていることから,

利用することで健康に対する意識が高まり,結果,棉

神的安定や健康状態の改善につなが り,QOL得点が

高くなったと考える.

結 語

1)対象者の約 4割の者が代替療法を実際に利用 して

いることが明らかとなった.また,利用している代替

療法の種類では,栄養補助食品やウコンが多く,年代

別では,｢栄養補助食品｣｢水｣｢運動｣などの利用は

若い年代に多く,｢薬草｣や ｢健康茶｣は加齢ととも

に利用も多くなっていた.また,現病歴の有無別では,

疾患有りの者は ｢健康茶｣｢薬草｣などの利用が多く,

無い者は,｢運動｣｢水｣などの利用が多かった.

2)取り入れた動機では,健康の維持増進のためである

という回答が約半数を占めており,利用後の変化では,

約 8割の者が肯定的な意見を持っていることが明ら

かとなった.

3)代替療法に関する情報源については ｢友人 ･知人｣

｢メディア｣｢家族｣で約 8割を占めており,代替療

法の利用に際し,相談できる医療者の必要性について

は,｢必要｣と回答した者が約 7割であった.相談内

容としては,｢医師｣から ｢効果について｣の情報を

求める者が最も多くなっていた.

4)代替療法と基本的属性との関連では,性別 ･年齢 ･

職業 ･学歴 ･既往歴 ･現病歴 ･内服の有無との関連が

明らかになった.

5)HLCとの関連についてみると,PHLCを除くすべ

てのHLCが代替療法利用者の方が,非利用者よりも

有意に高くなっていた.代替療法の利用に影響を及ぼ

している HLCは,SHLC,IHLCが有意に関連して

いることが明らかとなった.

6)QOLとの関連についてみると,代替療法利用者の

方が,非利用者に比べ,QOLの平均得点は有意に高

くなっていた.

研究の限界

今回の調査は,研究に同意の得られた施設で実施した

ため,年齢,性別などの基本的属性に若干のバラつきが

あるため,沖縄県地域住民全体に一般化するには限界が

あると考える.今後は,今回の調査をより拡大し,国や

県による本格的な調査が必要と考える.
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