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メタボ教室連続講座を開催して
―動機付けの成果と今後の課題―

発 表 者 田中 美香 （滋賀県：甲賀市立信楽中央病院）

共同研究者 鈴木 茂子、高岡 仁美

胆・膵がんの増加、女性の死亡率は減少から横

ばいに死因では悪性新生物、COPDは横ばい、

他は減少傾向、悪性新生物内での傾向ははっき

りしません。
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標準化死亡比について、男女とも近年は１前後

で、全国より低いレベルにあったのが全国レベ

ルとなっています。

死因では、男性では、COPD、肺炎。女性では、

COPDが全国レベルで超えています。

悪性新生物では、男性では、肺癌、胆膵癌が概

ね全国レベルであるが、他はそれより低いです。

女性は、胃、胆膵、肝臓が概ね全国と同じレベ

ル。他はそれより低いです。
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結語です。

今回の結果を踏まえて、COPD、肺炎、肺癌と

いった呼吸器疾患への対応、脳血管疾患予防に

対する再啓発、胆・膵がんといった検診外のが

んへの対応が、必要だと考えられました。

今後とも保健計画推進のため調査の継続、分析

を続けていきたいと考えます。
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はじめに・・・

メタボリックシンドロームという言葉は特定健

康診査制度の開始で一般に広く浸透しました。
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制度は第二期を迎えましたが、特定保健指導を

受けるのは抽出された一部に限られその詳しい

病態生理についてはまだまだ知られていません。

本院では市民向けの健康講座でメタボリックシ

ンドロームを取り上げ、メタボと生活習慣病の

関連について学ぶ連続講座を開催しました。

その取り組みを振り返り、健康づくりに対する

動機づけの成果と今後の課題について検討した

ので報告します。
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本院の紹介をします。

本院は滋賀県南部に位置し高齢化率２９．２％の地

域にあります。

毎月市民向けに健康講座「しがらき健康塾」を

開催しています。
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目的・・・

メタボ教室連続講座で、健康づくりへの動機付

けと、受講者の意識・行動の変化、今後の課題

について検討します。

方法・・・

メタボ教室 受講者５１名に対し事前に特定健診

用の問診票と、終了後の質問紙調査を実施し、

分析しました。
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教室内容については表１をご参照ください。
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結果・・・
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年齢別比率は７５歳以上の後期高齢者が２５％を占

めました。男女比率は男性２５．５％、女性７４．５％

でした。

事前問診による受講者の行動変容ステージは、

すでに実行期・維持期にある人が４０％を占めま

した。

教室終了後、受講者全体の６７％が、食事・運動

面で行動に変化があったと回答しました。

５回終了時の継続参加率はばらつきがみられ、

５回すべてに参加した受講者は１６％にとどまり

ました。

教室では演習やグループワークで意見交換など

が活発に行われました。
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幼稚園・小学校の歯科保健活動から地域保健活動への展開

発 表 者 佐藤 久美子 （島根県：雲南市三刀屋総合センター）

共同研究者 和泉 ちひろ、安部 美智野、吾郷 美奈恵

考察・・・
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他の人の健康に対する取り組みや考え方を知る

ことができ刺激になったとの回答がありまし

た。これは、演習やグループワーク等のグルー

プダイナミクスが有効であった結果と考えま

す。また、期間中食事や運動を意識できる、と

の回答もあり５か月間の多角的アプローチが受

講者のモチベーション維持につながりました。

既に実行期・維持期の受講者が多い傾向でした

が、受講をきっかけに関心期・準備期の人も含

め全体の６７％に食事や運動面での意識・行動の

変容が起きています。

メタボ教室が受講者の健康づくりの動機付けに

有効であったと考えます。

教室は特定保健指導の積極的支援を参考に、期

間をかけて行動変容のアプローチができるよう

に５回の設定としていました。

しかし、教室は自由参加形式としたために継続

受講率にはばらつきがみられました。

これは、受講者の興味のある部分だけに参加さ

れたためと考えます。メタボの総論を初回に実

施したこと、その後のテーマが受講者自身の持

つ疾患などにより左右された可能性があります。

テーマを５回に分けたことは、１回の学習量に

無理がないという反面、１回のみでは伝えきれ

ないという側面もあります。受講者に無理のな

い回数設定であったか、継続受講のメリットが

広報出来ていたかを再考する必要があります。

今後も市民に広く講座を活用してもらえるよ

う、今回の結果を生かし継続開催していく予定

です。

以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。

まず、はじめに、雲南市の概要ですが、人口４１，７００

人、世帯数１３，８００世帯、高齢化率３３．９％の市で

す。

市では、平成１９年度から２５ある小・中学校でフッ

化物洗口事業を始めており、５年間のまとめを

学校等関係機関へ報告しました。

今回、市内 A地区の小学校と幼稚園の歯科健診

結果、実態を明らかにし、地域保健活動へ展開

したので、その概要を紹介します。

方法ですが、A地区の歯科保健活動を整理し、

小学校と幼稚園児の歯科健診結果、園児の１歳

半、３歳児健診時のアンケート結果を分析し、

歯科保健活動を整理しました。こちらの表がそ

の時の集計表です。一人一人、母子管理票から

データを抜き出し、要注意な項目には色付けを

しました。

結果ですが、�歯科保健に関する現状では、A

小学校の一人平均のむし歯保有率及びむし歯本

数が市平均を上回っていました。また、幼稚園

児は１歳半の歯科検診でほとんど異常がなく、

３歳児健診で３割、幼稚園で８割にむし歯があ

り、母親の７割がむし歯未治療でした。３歳児
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