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生活習慣病と医療費

人口の高齢化や疾病構造の変化，医療
技術の進歩などに伴ってわが国の医療費
は毎年増加し、平成21年度の医療費は36
兆円を超え、医療保険財政は危機的状況
にあります。高齢化が加速し、経済成長が
望めないわが国では、コストを上げず質を
向上させるための政策を考えなければなり
ません。



国民医療費



増える生活習慣病の医療費





増える男性の肥満



要介護度の原因疾患



特定健診・保健指導の目的

 対象者自身が健診結果を理解して身体の変化
に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習
慣を改善するための行動目標を設定するととも
に、自らが実践できるよう支援し、そのことにより
対象者が自分の健康に関するセルフケア（自己
管理）ができるようになることです。



現在の保健指導の問題点

最大の問題点は、行動変容できない対象
者が多い。

肥満でない血圧の高い人や血糖が高い人
にも保健指導を行う必要性がある。



高血圧症の現状

2000年の『第5次循環器疾患基礎調査』によると
1），30歳以上の日本人男性の47.5％，女性の
43.8％が，収縮期血圧140mmHg以上，または拡
張期血圧90mmHg以上，あるいは降圧薬服用中
であり，高血圧者の総数は男女計で約4000万人
である。平成18年国民健康・栄養調査速報も同
様の値である。高血圧症の人は脳卒中のリスク
が高いことが知られています。脳卒中になると障
害にうつが合併し、医療費がかかるばかりでなく、
本人の生活の質も低下することもわかっていま
す。



血圧管理の重要性
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求められる糖尿病の疾病管理
2007年10月に行われた糖尿病実態調査では、

「糖尿病を強く疑われる」患者は890万人、「糖尿
病の可能性を否定できない」とされる者は1,320
万人と推定されており、 国民のうち2,210万人が
耐糖能異常があるとされています。しかしながら、
患者調査では、糖尿病で治療を受けている者は、
2009年度の患者調査では237万人にすぎません。
このことは治療を受けるべき多くの糖尿病の患
者が放置されていることを示しています。
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糖尿病の治療と合併症

糖尿病で現在治療を受けている人では、
神経障害が11.8％、網膜症が10.6％、腎症
が11.1％、足壊疽が0.7％であり、合併症

がある人が治療を受ける可能性が高いこ
とがわかります。



糖尿病の治療と合併症

糖尿病で現在治療を受けている人では、
神経障害が15.6％、網膜症が13.1％、腎
症が15.2％、足壊疽が1.6％であり、合併

症がある人が治療を受ける可能性が高い
ことがわかります。また、「糖尿病が強く疑
われる人」では、15.8％が心臓病の、
7.9％が脳卒中の既往歴がありました。
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糖尿病の循環器疾患のリスク

米国のフラミンガム研究では糖尿病の心
筋梗塞の相対危険度は男性で2倍、女性
で3倍、多重リスク介入研究では3.7倍、フィ
ンランド研究では初発で6倍、再発で2倍で
あった。久山町研究では、心筋梗塞も脳卒
中でも約3倍と報告されています。



境界型糖尿病

境界型糖尿病の人は、健康診断や医療
機関では事後指導はされますが、その後、
フォローアップはされていないのが現実で
す。しかしながら、境界型糖尿病の人は正
常域の人に比べて、糖尿病に移行する確
率が5-20倍であり、心血管系の疾患によ
る死亡率も2倍であることが明らかになって
います。



境界型糖尿病の状態

ブドウ糖

インスリン

エネルギー源

尿糖

放置すると・・・・

回復困難・回復可能



プレ糖尿病と脳卒中の関係



・脂血異常 中性脂肪（ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ）･150mg/dl以上
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ‥‥‥‥40mg/dl未満

・血圧高値 収縮期血圧････････････130mmHg以上
拡張期血圧･････････････85mmHg以上

・高血糖 空腹時血糖 ‥‥‥‥‥110mg/dl以上

内臓脂肪型肥満

ウエスト周囲径が男性85cm以上、女性90cm以上
（内臓脂肪面積が男女とも100cm2に相当）

内臓脂肪型肥満に加え、以下の２項目以上が
あてはまる場合をメタボリック症候群といいます。＋

わが国におけるメタボリック症候群の定義



メタボリック症候群のリスク

これまで肥満や高血圧、糖尿病、高脂血
症は、それぞれ独立した動脈硬化の危険
因子とされてきました。しかしメタボリック症
候群では、危険因子が相乗的に動脈硬化
を進展させていることが示されています。

５年間の追跡調査の結果、メタボリック症
候群の人は、そうでない人に比べ脳卒中
や心筋梗塞（こうそく）など心血管疾患の発
症が２・５倍も高いことも明らかになってい
ます。



メタボリックシンドロームの
予防に向けて

 メタボリックシンドロームに対する健康教育
の目的は、生活習慣改善による内臓脂肪の
減少です７。

 メタボリックシンドロームでは、軽度の高血
糖、高血圧、脂質異常を伴う場合も、その共
通の要因として、内臓脂肪の蓄積とインスリ
ン抵抗性があると考えられています。



エネルギー収支の状態を判定する項目

中性脂肪は、エネルギー収支を知る重要
な指標となります。メタボリックシンドロー
ムの該当者は、多くの場合、過食や運動
不足により、摂取エネルギーが消費エネル
ギーを上回っていると考えられます。食事
面では、特にショ糖や果糖の摂取過多、飲
酒により中性脂肪は上昇しやすい傾向に
あります。



肝機能の悪化

血液中の中性脂肪が上昇し、次に肝臓に
たまると脂肪肝となります。この状態の時
は、肝細胞の変性壊死をきたし、
ALT(GPT)のデータが悪化します。また、こ

の中性脂肪が内臓脂肪細胞に蓄積するこ
とにより腹囲が増加します。



エネルギー収支バランスの改善

内臓脂肪蓄積は、エネルギー収支の乱れ
によるものであることを理解してもらう必要
があります。

食物から摂取する「摂取エネルギー」と、生
命維持および活動などにより消費するエネ
ルギー量の総和の「消費エネルギー」が等
しい状態(エネルギー平衡)が維持されてい
れば、理論上体重は変動しません。



（参考）生活習慣病予防のための食べ方ナビゲーション たべナビ君 吉池信男、玉川ゆかり、中神聡子共著（独立行政法人 国立健康・栄養研究所）

～お菓子のエネルギー量を速歩で表示～

嗜好品を食べたい場合の量の目安

※ご飯（白米）中1膳＝２３５kcal

摂りすぎに注意！

速歩 50分
250Ｋｃａｌ

速歩 ９0分
450Ｋｃａｌ

速歩 25分
125Ｋｃａｌ



減量目標の設定

 減量目標は腹囲または体重で設定します。腹囲
は内臓脂肪の減少を反映しますが、測定誤差が
大きく、対象者自身で計測しにくいという問題も
あるため、体重で設定してもよいわけです。

 この際、肥満度が高い人ほど減量の目標を大き
く設定する必要はありません。肥満度の大小に
関係なく、減量目標は半年間に5%程度でよいわ
けです



減量ペースの設定

 減量ペースは1ヶ月で腹囲lcm、体重lkg程度まで

とし、目標までの差が大きい場合はじっくりと時
間をかけます。lcmの腹囲減少には、lkgの体脂
肪の減少、すなわち7,200kca1のエネルギー減
少が必要となります。

 したがって、1ヶ月間でlcmの腹囲(体脂肪ユkg)
を減少させるには、30日間で7,200kca1、1日あ
たり約230kcalのエネルギーを減少させていくこ
とになります。



エネルギー減少計画と行動目標の設定

 例えば１日のエネルギー減少量を240kcalと設
定した場合、食事による減少量を160kcal、運動
による減少量を80kcalというように振り分けます。

 食事と運動の比率は、対象者の身体状況や生
活状況により検討します。

 エネルギー減少計画が設定できたら、個々の生
活習慣の現状と健診結果から、エネルギー減少
のための具体的な行動目標を導くわけです。



減量の評価と行動目標の修正

 身体活動と食事の行動目標の達成状況をセルフモニタリ
ングし、１ヶ月単位で評価を行います。

 体重、腹囲、血圧、血糖の数値の変動と、行動目標の達
成状況を合わせて確認することにより、適切な行動目標
が設定できているかを判断します。

 行動目標は達成できているが、減量効果が見られないと
いう場合は、行動目標が不適当(エネルギー減少につな
がらない項目)であった可能性が高い。

 また、行動目標が達成できていない場合は、行動目標の
未達成理由を確認し、必要に応じて目標の見直しを行う。



自 転 車 （軽 い ）
6 0 分 1 6 0 k ｃ ａ ｌ

普 通 歩 行
1 0分 2 5 k ｃ ａ ｌ

階 段 昇 降
５分 3 5 k ｃ ａ ｌ

洗 濯
2 0分 4 0 k ｃ ａ ｌ

速 歩
1 0分 4 0 k ｃ ａ ｌ

炊 事
2 0 分 4 0 k ｃ ａ ｌ

http://download.computers.yahoo.co.jp/download/jcnland/clip/life/lifescene/050201069.html


ランニング
15分 140kｃａｌ

水泳
10分 100kcal

軽いジョギング
30分 200kｃａｌ

自転車
20分 80kcal

テニス（シングルス）
20分 160kｃａｌ

ゴルフ
60分 200kcal



運動の種類と効果

運動には、有酸素運動と筋力トレーニング
があります。有酸素運動では、エネルギー
の消費による内臓脂肪の減少効果に加え、
持続的な糖の利用により、血糖や血圧の
低下にも有効です。

筋力トレーニングは、筋力を増加させるこ
とで基礎代謝が増加し、内臓脂肪が蓄積
しにくい身体をつくることができます。



生活活動の目標

 まず日常生活の動きを、座るより立つ、車より自転車、自
転車より歩く、エスカレーターより階段、というように活動
的に変えることが大切です。ひとつずつの消費カロリー
は少なくても、積み重なると大きな効果につながります。

 具体的には、対象者に朝から夜まで1日の生活を振り
返ってもらい、今より活動的な動きに変更できる部分を探
します。「駅までの自転車を歩きに変える」、「駅ではエス
カレーターより階段を利用する」など、1項目でもできるこ
とがあれば、まずはそれを目標とすします。

 最初から多数の項目を設定しても継続できないことが多
いため、多くても2項目程度から始めるのがよいとされて
います。



運動の目標

 普段運動をしていない人が新たに運動習慣を身に
つけることは容易ではありません。

 対象者の生活環境や運動習慣等を考慮し、無理の
ない目標を立てます。

 運動習慣のない人が取り組みやすいのは、特別な
場所や道具を必要としないウォーキングです。通勤
時間や買い物などは、生活に組み込みやすく、新た
に時間を要しない形で実行できるため、継続しやす
いとされています。歩く爽快感を感じられ、歩く生活
が定着してきたら、昼休みや休日などを活用し、歩
く時間を設けるような目標を立てていきます。



運動量

 活動の種類と強度、時間と頻度を設定したら、増
加した活動で得られるエネルギー消費量を算出し
ます。

 20分の普通歩行で消費されるエネルギー(kcal)は
対象者の体重の数値(kg)とほぼ同じとなります。

 速歩の場合は、15分で対象者の体重の数値(kg)
と消費されるエネルギーの数値(kcal)はほぼ同じ
となります。

 歩数計を利用して生活活動量を管理する場合は、
1分で100歩が普通歩行、130歩を速歩と考えま
しょう。



エネルギー摂取量を減らす生活習
慣改善指導

内臓脂肪の減少のためには、エネルギー
消費量を増やすことに加えて、エネルギー
摂取量を現在より減らす必要があります。

減量計画により設定した1日あたりのエネ

ルギー減少量より身体活動等によるエネ
ルギー消費量を差し引いた残りを、現在の
エネルギー摂取量から減らしていくことに
なります。この時、何を優先的に減らすか
が重要なのです。



まず、食事以外からエネルギー摂
取量を減らす

 メタボリックシンドローム対象者は、食事以
外の飲食からエネルギー摂取していること
が多いため、食事と食事以外の飲食に分
けて現状を確認します。食事以外の飲食と
は、間食として食べる菓子や糖質を含む
飲料、果物、アルコール飲料などのことで
す。



身体活動量の増加

 運動によりブドウ糖が消費され、血糖値は低下します。

 そのため、食後30分から1時間前後の血糖が上昇してい
る時間帯に運動をすると、効率よく血糖値のピークを下
げることができ、元に戻るまでの時間も短くなります。

 また、定期的な運動習慣により、インスリン抵抗性が改
善されることも分かっています。

 しかし、運動を無理に進める必要はなく、日常生活の中
での身体活動の機会を増やすことからはじめ、手軽な運
動習慣を身につけられるように導きます。



ソーシャル・マーケティング

ソーシャル・マーケティングとは、「社会（公衆衛生、
安全、環境、そしてコミュニティ）に便益をもたらす
ターゲットの行動に対して影響を与えるために、価
値を創造し、伝達し、提供させるというマーケティン
グの原理および手法を適用するプロセス」です。
ソーシャル・マーケティングは、1970年代には、主

に発展途上国での家族計画や栄養改善プログラム、
先進国での心臓血管疾患減少のための国家や地
域レベルでの健康キャンペーンに取り入れられまし
た。



ターゲットは対象者の行動

ソーシャル・マーケティングでは、対象者の行動そ
のものに影響を及ぼすことを目標にしています。こ
のことから、単に対象者に知識を伝えればよいとい
うことではなく、対象者の行動が実際に変わる必要
があります。高齢者には疾病予防やリハビリテー
ションのためには、本人が自分で行動する必要が
あり、ソーシャル・マーケティングの応用が適用でき
ます。



マーケティング・ミクスの4P

マーケティング・ミクスの4Pとは、製品・サ

ービス、価格、流通、プロモーションです。マ
ーケティングでは、これらを組み合わせて顧
客のニーズにマッチさせることを考えます。

マーケティングで、「製品・サービス」はニー
ズやウォンツを満足させるものです。すなわ
ち、形のあるなしに関わらず、人のニーズや
ウォンツを満たすことのできるものは、すべ
て「製品・サービス」と呼びます。



疾病予防における商品

疾病予防のプログラムでは、スタッフが勧め

る健康によいとされる行動を対象者に採用し
てもらう必要があります。この「勧める行動を
採用してもらう」ということを、「勧める製品を
購入してもらう」ということになぞらえて、マー
ケティングの考え方や技術を「健康に良い行
動を採用してもらう」ための疾病予防に応用
できます。



ソーシャル・マーケティングの4Ｐ

価格は対象者がその行動を採用するために差し
出さなくてはいけないものである「お金、時間、努力、
古い習慣、感情的なコスト」です。流通は、疾病予
防に関する情報やメッセージを「いつどこで」得て、
「いつどこで」その行動を行うのかということです。
プロモーションは、対象者がその行動を採用するこ
とを促進させるための広告、特別なイベント、エン
ターテインメントやコンテストの利用、褒美などの
「工夫」のことです。



セグメンテーション

マーケティングでは、対象とする部分を特定の基
準で分割するセグメンテーションを行います。セグメ
ンテーションを行う理由は、ターゲットとなる消費者
を似た者同士でグループ分けし、そのグループに
製品・サービス、価格、流通、プロモーションを考え
た方が効率的であるからです。行動変容に関する4
つのPの組み合わせは、対象とするグループによっ

ておのずと異なってくると考えられます。血圧、血糖
、脂質、体重の問題の有無などで、それぞれ工夫
する必要があります。



プログラムの成功
疾病予防のプログラムが成功するためには、対

象者の話を聞いてニーズが何なのか、保健スタッフ
が勧める行動に対してどう考え、どう感じているの
か、彼らの行動を変えるのに最も影響することや行
動変容を妨げているものが何なのかを調べる必要
があります。その上で、対象者のニーズや価値観
に合うような形でプログラムを提供することが、対
象者の行動を変えるために必要です。スタッフが対
象者に勧める行動が、対象者のニーズを満たすも
のであるときに、その行動が採用される可能性が
高くなります。



ポジショニング

加えて、マーケティングを考える際には常に「競
争相手」を意識する必要があります。この競争相手
に対して優位な立場に立って初めて、「勧める行動
を採用してもらう」ことになるわけです。「ポジショニ
ング」とは、消費者の心の中で「勧める行動を採用
してもらう」ポジションを得られるように計画をして働
きかけることや「勧める行動」が「他の行動」よりも、
より魅力的であることを示すことをいいます。



ポジショニングの例

例えば、「毎日散歩をする」の競争相手は、
「部屋でじっとしている」です。毎日散歩をし
て疾病のリスクを減らし、スタッフや仲間から
評価してもらった方が、部屋でじっとしている
楽さよりもよいポジションを得られるように戦
略を練る必要があります。



国保ヘルスアップモデル事業

国保ヘルスアップモデル事業は、基本健診で生
活習慣病に関して指導域となった対象者に対し、
ライフスタイルへの介入を行い、生活習慣病の
予防を行うプログラムを構築することを目的とし
ています。

生活習慣病は、運動、カロリー制限、節酒、禁
煙、減量など生活習慣の改善によって効果がで
ることが明らかになっていますが、生活指導で正
しい知識を伝えて、正しく指導しても生活習慣を
改善することは、なかなか困難です。



宇美町の取り組み

福岡県宇美町は平成15年度の指定を受け、
プログラムを開発しました。事業対象者がラ
イフスタイルを変え、それを長続きさせるため
には、それを可能とするプログラムを作り、対
象者と接する現場の支援者もそれを理解して
おく必要があります。そのため、まず、概念モ
デルである「ホームベース型健康支援」を構
築し、研修会を行い、現場担当者がそれに対
応して実践モデルであるUMIモデルを作成し、
介入を行いました。



無理なライフスタイルの改善の帰結

生活習慣の改善で代表的なものは「カロリー制
限」と「運動療法」です。しかしながら、カロリー制
限はなかなかつらいもので、長続きせず、すぐ元
に戻るか、元より体重が増えることもあります。ま
た、運動療法も忙しい人は、長続きしない場合が
多いようです。しかも、実行した人たちが自分は
「意思が弱い」という自己評価を行って、自信を
失ってしまう結果になることもあります。



ライフスタイルは「安心安定」したもの

それは「安心安定」したものではなく、「非常事
態」であるからです。ライフスタイルは、生まれ
育った環境、仕事の内容、家族構成、本人の価
値観などによって作られた、「安心安定」したもの
です。したがって、病気の脅威で無理に生活習
慣を変えようと思っても長続きしません。行動変
容のための支援は、本人にとって、より健康的で
「安心安定」したライフスタイルを目指すものでな
ければならないと考えます。



これからの健康支援

「安心安定」した生活習慣を目指す健康
支援においては、本人の「目標設定」や
「方法の選択」など「自己決定の能力」を最
大限に尊重していくことが大切です。外的
基準にあわせて「どうしなければならない
か」だけでなく、 内発的動機付けを尊重し、
「どうしたいのか」、「どうしたらできそうか」
といったことに焦点づけることが大切だと
思います。



支援された結果

支援されたことによって生活がより
「快適になる」とか、その人の生き方
がさらに「豊かになる」という実感がと
もなわなければ、「健康支援」が支持
されることは困難であると考えられる
からです。



「医療モデル」から「健康支援モデル」へ
医療モデル 健康支援モデル

目的 疾病の管理 生活の質の向上

主体性 医師に依存 本人が選択

場所 医療機関 生活の場

専門家の役割 指導 支援

本人の役割 指示の遵守と服薬 自己コントロール

行動変容の鍵 意思の強さ 実行の容易さ

環境 あまり重視しない 支援的な環境の重視

医療費 上昇傾向 コントロール可能



「健康管理モデル」から「健康支援モデル」へ

生活習慣病の予防とは・・・

本人が健康な生活習慣を身に付けること!

専門家が正しく保健指導を行なったとしても、本人

が行動変容をおこすとは限らない。

専門家の役割は、本人が問題を認識し行動変容できるよう、
「できることをできるように」支援することである。
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「ホームベース型健康支援」の理念

ホームには、「人が家族とともに住む我が
家、家族的愛情の場」という意味がある。
専門家のみならず本人家族もまた支援者
であり、こうした自らの生活の場を中心とし
てQOL向上のための行動変容を行い、健
康的な「安心安定」したライフスタイルを形
成しようというものである。



ホームベース型健康支援の定義

自らの生活の場（Home）という安心安定

した環境のなかで、本人自身の内発的動
機付づけを尊重し、目標達成型で行動変
容を行い、支援者は本人ができることをで
きるように支援し、新しいライフスタイル
（ホームベース）を目指すものです。



ホームベース型健康支援の３要素

「ホームベース型健康支援」では計画的
行動理論を応用して、「前向きの態度」、
「自己効力感」、「周囲からの支援」を3要素
として、ひとりひとりが行動変容するための
シナリオづくりを行う。



前向きの態度

まず、「前向きの態度」を得るために、健康支援
の介入法としてステージモデルを用いて、本人の
ステージに合わせた支援を行なう。これに加えて
健康信念モデルを用いて健康行動への「有益
性」と「困難さ」を評価してもらい、本人に行動変
容への「有益性」が「困難さ」を上回ることを認識
させながら、健康に良いとされる行動をとる可能
性を高めさせて本人主体の健康信念の確立を支
援する。



ステージモデル

 

維持期 無関心期

関心期

準備期

行動期

行動変容の必要性につ
いて情報提供

行動変容に対する自信を
強く持ってもらう

計画支援

行動変容への支援

逆行防止支援

Stage modelを用いて、

本人のStageに合わせた支援 UMI

UMI

UMI UMI

UMI

U

U U

U

U



Health Belief  Model
（健康信念モデル）

有益性（病気

の危険の減少）

障害（苦痛、

面倒、時間
など）



自己効力感

「自己効力理論」は、人間の行動を「結果
期待」と「自己効力感」で説明する。ある行
動が望ましい結果をもたらすという期待を
「結果期待」、その行動をうまくやれる自信
が「自己効力感」である。「ホームベース型
健康支援」では、 「自己効力感」をもっても
らうために、具体的な「行動変容」の選択
に、「2原理3原則」、「微分行動修正法」と
いう2つの実践法を用いる。



自己効力感をともなう選択
高い「行動コントロール感」・・・行動の容易さ

２原理3原則 （九州大学健康科学センタ－名誉教授 藤野武彦）（馬場園改訂）

2原理 「自分で自分を禁止、抑制することをできるだけしない」

「自分にとって心地よいことをひとつでも開始する」

3原則 「たとえ健康に良くても嫌なことは無理して行なわない」

「たとえ健康に悪くても好きないことは、とりあえず現状を認める」

「健康に良くてしかも実行して自分が心地よくなることを始める」

微分行動修正法 （九州大学健康科学センター名誉教授 峰松修） （馬場園改訂）

微分行動とはその人の生活で無理なく修正できることで健康に寄与す
ると考えられる行動。その行動を修正することで他の行動に波及的に効
果が及ぶと考えられる実践法。

安心安定したライフスタイルを目指す

目標（Aim）達成型



周囲からの支援

さらに、「周囲からの支援」を高めるため
に、健康支援の在り方が本人のメンタルへ
ルスに配慮したものでなければならないこ
とが挙げられる。そして支援のあり方として
は、本人が目標を達成するために、自律
的に行動する力を付与するエンパワメント
を行うことを重視する。



ストレッサー

評価

周囲からの支援

評価 対処 適応

情動的な支援

道具的支援

一次評価

二次評価

ストレッサーと適応



Empowerment（エンパワメント）

エンパワメントは、本人が目標を達成するために、自律的
に行動する力を付与することである。このため、支援者は、
本人に対して目標の明確化や自主的な判断による方法選
択といった「自律性」を促し、本人による問題解決や目標達
成可能な環境を整えるような「支援」をすることが求められ
る。

エンパワメントのプロセスは、

「傾聴」 「対話」 「行動」

の過程を踏むとされている。



「ホームベース型健康支援」の統合イメージ

支援者（専門家・家族など）
支援的環境整備

個人

目標設定

目標達成して
生活の質の向上

行動変容

Good Spiral
を目指そう

周囲からの支援

自己効力感をともなう
内発的動機付け

自己効力感をともなう
内発的動機付け



行動変容の鍵

本人が自分の意思で目標をもち、無理せ
ず、がまんせず、試行錯誤しながら、新し
い健康的なライフスタイルを構築し、それ
を成功体験と認識できること。
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ＵＭＩモデルの特徴

①最終目標や行動優先度は参加者の意思
を尊重する

②支援者は、管理栄養士、健康運動指導士、
保健師のチーム制とし、多角的視野で目
標、行動案を提案する

③提案はまず、禁止、がまんさせるのではな
く、何かを勧めることとする

④支援場所は原則として、参加者の生活の
場である自宅及びその周辺とする
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野菜摂取量を増やす食生活

運動 身体活動量（≒歩数）を増やす

介入群への支援



74

支援ステップ

ステップⅠ
ステージの確定

ステップⅢ

目標の設定 行動変容
QOLの向上

プログラム参加者

個別のシナリオ作りに基づく
具体的な行動の選択への支援

Σカード
チャレンジカード

野菜摂取量の増加：野菜小鉢
身体活動量の増加：歩数計

ステップⅡ

現状把握と行動変容
への内発的動機づけ



75

ステップⅠ：ステージの確定

野菜摂取量 ウォーキング

設問

無関心期

準備期

実行・維持期

関心期

現在、ウォーキングをどの
程度実施していますか？

現在、野菜をたっぷり食べ
ていると思いますか？

まったく野菜には関心がない

そう思うが、たっぷりは食べ
ていない

たまには心がけて食べている

ここ1か月以上、毎日心掛けて
たっぷり食べている

まったくやる気はない

やる気はあるが、ほとんど
していない

不定期ではあるが、している

ここ1か月以上、定期的に
している

食 運
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ステップⅡ：現状把握と行動変容への
内発的動機づけ

野菜摂取量食

３日間の野菜摂
取状況を、小鉢（２
００ｃｃ容量の器を
参加者に配布）を
スケールに使用し
て、自己記入

ウォーキング運

42日間メモリー機
能付歩数計Walking
style(オムロン製）
を用い 、10日間腰部
に装着
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ステップⅢ：個別のシナリオ作りに基づく
具体的な行動の選択への支援

①野菜を摂
取することで
病気のリスク
が低くなること
を理解

＊行動変容支援の三要素＊

①前向きな態度

②自己効力感

③周囲からの支援

計画的行動理論を応用して

②困難なく行えると思える行動変
容を選択し、③実行することで周囲
から喜んでもらえるシナリオづくり

①身体活動量
を増加すること
で病気のリスク
が低くなること
を理解

野菜摂取量

食

ウォーキング

運



リフレッシュ健康支援プログラム

九州大学の教職員を対象にした減量支
援プログラムは、リフレッシュ(REFRESH)
健康支援プログラムといいます。Ready
（すぐにできる）、Easy（簡単にできる）、
Free（自由に選択できる）、Repeatable
（繰り返しできる）、Effective（有効である）、
Satisfied（納得できる）、Hopeful（実行が

期待できる）であることを定義づけられてい
ます。



行動目標

方法は、行動目標は、１、食事、2、運動、
3、リラックスの3つのカテゴリーの中から１

つずつ無理なくできそうなことを選択設定
してもらい、血圧、体重、体脂肪率、ウエス
ト周囲径の測定を継続する方法です。ここ
でのポイントは、できることを一つ決めるこ
とによって、自分が減量をしていることを思
い出してもらって、自然に食事や運動など
の行動が変わっていくことを念頭において
います。



個別のシナリオ作りに基づく
体的な行動の選択への支援

①食生活
を改めるこ
とで病気の
リスクが低く
なることを
理解

行動変容支援

三要素

①前向きな態度

②自己効力感

③周囲からの支援

②困難なく行えると思える行動変容を選
択し、③実行することで周囲から喜んでも
らえるシナリオづくり

①身体活動
量を増加す
ることで病
気のリスク
が低くなる
ことを理解

食生活 運動 リラックス
①リラックス
することで病
気のリスクが
低くなること
を理解



リラックスをいれている理由

食事や運動だけでなく、リラックスをいれ
ている理由は、仕事で忙しく余裕のない人
は、仕事以外の事に目を向け、たまには休
養する方が重要であるからです。また、こ
のような人に対して、カロリー制限や運動
を勧めても行動変容はなかなか困難であ
り、自分の生活を振り返るきっかけを作っ
た方が、より健康的なライフスタイルを身に
つけることにつながるのではないかと考え
るからです。



前向きの支援

行動に前向きになるためには、行動変容のメリットを
考えることからはじめます。

「健診結果のどこが問題なのかを整理する」、「家族
や知り合いで生活習慣病になっている人がいないか
思い出す」、「健康のありがたみを感じる」、「減量する
ことによるメリットを考える」ことなどがあげられます。



歩数を目標としたシナリオ

歩数計をつけて、歩ける歩数を設定する。
毎日歩いて体も疲れるようになる。よく眠れる
ようになって、ストレスがとれる。体重、血圧、
血糖が下がって、嬉しくなって歩く歩数も増え
る。



食事を対象としたシナリオ

アルコールを飲むときに、ご飯を食べると過
食傾向になる。その代わりに、食事を終える
前に、ジョッキ一杯水を飲む。アルコールを分
解するのに必要な水分を事前に補給し、夜中
にのどが渇いてやむなく起き出して水を飲ま
なくて済むようにすることで、極力寝不足感を
抑える。肥満の回避にもなるし、翌朝の胃も
たれ感も防げる。



リラックスを対象としたシナリオ

温泉に定期的に行くことにする。ゆっくり長く温
泉につかっていると、やはりくつろいで、ホッと
する。そして、思ったよりも疲れていることに気
づく。働き中毒を避けるために、１週間に１回は
早めに帰宅する。ストレスがとれて、過食傾向
が治まり、体重、血圧、血糖が下がる。



メタボリック解消シート

食事・運動・リラックスの中から
１つずつ選んでみましょう

Ａ 食事 Ｂ 運動 Ｃ リラックス

選ぶコツは
無理せず

出来ることから



②
食事
には
20～
30分
かける

①
一口
ごとに
1０回
以上
噛んで
食べる

ゆっくり食べる 野菜を意識して
食べる

Ａ 食事
取り組めそうなことはどれ？

工夫することは？

④
食べ
始めは
野菜
から
食べる

③
毎食
野菜・
海藻を
食べる
（飲み会
の時も）

おひたし
きんぴら
サラダなど

⑤
外食・
お弁当
は単品
よりも
定食類
を選ぶ

⑥
間食は
１日
１回
にする

⑦
食べ物
飲み物
のカロ
リー
表示を
みる

⑨
夕食は
就寝
２時間
までに
すませ
る

⑩
その他

量・カロリー
タイミング

⑧
飲み物
は水か
お茶に
する

飲み会でもど
こでも



⑤
職場・
自宅で
ストレッチ
体操を
する

⑦
その場
足踏み
運動
１日
５分

⑥
好きな
運動を
する
週2回

①
週の３日
は自転
車・徒歩
で通勤
する

③
歩数計
を持つ

②
ひとつ
手前の
駅で
降りて
歩く

歩数を増やす

Ｂ 運動
取り組めそうなことはどれ？

⑧
意識して
速く歩く

⑨
休日は
散歩・
農作業
など外出
する

通勤時
に

工夫

外出時
に

工夫

職場
で

工夫

活動量を増やす

④
どこで
も階段
を使う

⑩
その他

万歩計差し
上げます

ふだんの生活の中で



ゆっくり
入浴
リラックス

④

毎日
好きな
音楽を
聴く

②

コミュニケーション趣味や好きなことをする 生活

Ｃ リラックス

取り組めそうなことはどれか？

その他

⑪

１日１回
外の
景色を
眺める

⑤

職場
でも
食後
に歯
磨き
⑧

月に
１冊
本を
読む

③

週１回
好きな
ことを
する

①
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今までの保健指導

今までの保健指導は、「病気の脅威」で動
機づけをして、「健康に良くないこと」を禁
止し、「健康に良いこと」を無理強いしがち
でありました。すなわち、本人の意思を尊
重せずに、「がまん」を強制している側面も
あったのです。しかしながら、医療におい
ても、情報を提供され、納得した上で選択
するインフォームド・コンセントが定着して
きています。



これからの健康支援

本人の意思は尊重されるべきであり、生活
の質や人生の質は本人自身が決めること
である以上、それは当然であると思います。
本人の「目標設定」や「方法の選択」など
「自己決定の能力」を尊重した上で、シナリ
オ作ることが、予防活動の主流になってい
くでしょう。
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