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健診者の行動変容からみた一考察
～日々の保健指導の振り返り～

諏訪中央病院 ドック健診センター

小平絵理子 滝沢 文枝

当センター周辺環境・概要

所在地：長野県茅野市
人口：55,448人
世帯数：22,432世帯 (平成27年9月1日現在)
就業者：28,807人 労働力率：64.1％

(平成22年度 国勢調査)
当センターの特徴：
病院併設のドック・健診センター。
日帰りドック、協会けんぽ健診、企業・個人の健診などや
特定保健指導を行っています。
検査から医師の診察・結果説明、保健指導をほぼ半日(午
前中)で実施。お仕事が忙しい方でも気軽に健診を受けら
れるような体制となっています。

ドック健診センターでは、健診終了時に健診者と
保健師との面談を「保健指導」という項目で設けて
います。それは、健診者が日頃の生活習慣について
振り返り、自身の健康管理に役立てていける機会と
なる目的があります。その面談を通して、わかって
いてもなかなか行動変容に結び付かない方も多い
中、生活習慣を見直され行動変容を起こし、改善に
取り組まれている方もいらっしゃいました。

今回、当センターにおいての日々の保健指導が健
診者の健康維持・改善に役立てられているのかを知
りたいと考え、研究に取り組みました。

研究目的

健診者の行動変容のきっかけを知り、
日々の保健指導が健診者の健康管理
に役立てる機会となっているかを明
らかにする。

健診者の行動変容のきっかけを知り、日々の保健
指導が健診者の健康管理に役立てる機会となってい
るかを明らかにする。

研究方法

 対象：
平成26年度健診受診者の方で行動変容を起こし、現在も継続中で

調査協力が得られた方。

 期間：平成26年8月1日～平成26年9月30日
 方法：質問紙を用いての半構成的面談を行い、その内容の逐語録を作成した。

逐語録から、行動変容のきっかけ・継続につながった気持ちを抽出した。

健診・保健指導に対しての語りについても抽出し、類似性からｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ、ｶﾃ
ｺﾞﾘｰを分類した。

 用語の定義
①行動変容：健康維持・増進のために自らの生活習慣を変えること

②行動のきっかけ：適切な健康行動を促すための刺激

③保健指導：健康課題に対し対象者が適切な健康行動を自ら選択し、行
動に起こせることを目的とした情報提供や実践的な指導・傾聴の場。

質問紙を用いての半構成的面談を行い、その内容
の逐語録を作成し、類似性からカテゴリー分類を行
いました。

用語の定義として、
行動変容：健康維持・増進のために自らの生活習
慣を変えること
行動のきっかけ：適切な健康行動を促すための刺
激
保健指導：健康課題に対し対象者が適切な健康行
動を自ら選択し、行動に起こせることを目的とし
た情報提供や実践的な指導・傾聴の場。としまし
た。
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倫理的配慮

対象者に研究の趣旨と方法を説明。

参加は自由意志によること、不参加でも不利益は被らない

こと、データは研究目的以外では使用しないこと、プライ

バシーを保護し公表の際は個人が特定されない記載とする

ことを口頭と文書で保証する。

面接はプライバシーが守られる個室で行った。

倫理的配慮として、対象者へ研究の趣旨や方法な
どを説明し、口頭と文書で保証しました。面接はプ
ライバシーが守られる個室で行いました。

結果
性別 年代 健診年数 行動内容 職有無

Ａ 男性 60代 15.6年 食事 有

Ｂ 男性 60代 10年 食事 有

Ｃ 男性 60代 30年 食事・運動 有

Ｄ 男性 40代 2年 食事・禁煙 有

年代(代) 人数(人) 割合(%)

20 5 1%

30 94 14%

40 197 29%

50 175 26%

60 157 23%

70 46 7%

80 6 1%

表1対象者の背景

保健指導の項目が含まれるｺｰｽ受診者
：680名 リピート率：83%

男性：392名(58%) 女性：288名(42%)

(研究期間中の健診者の概要)

年代別人数・割合

対象者の背景・研究期間中の健診者の概要は表の
通りです。

抽出されたコード・サブカテゴリーを分析し、行
動変容に関するものと健診・保健指導に関するもの
２つに分け、それぞれ内容をカテゴリー分類しまし
た。

結果１

代表的な語り ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ ｶﾃｺﾞﾘｰ

仕事の関係で運動しなくなった 【運動不足を感じる】

体重も増えてきたし減量し始めた 【体重の増加を意識】

口の手術して吸えない状況。身体に響
いて、我慢していました。

よくテレビでやっているようなことを見
て。

ネットで禁煙について検索した。 【自発的な情報収集】

自分でできそうな事、気になった事か
ら始めた

表2-1行動変容のきっかけ

【我慢せざるを得ない
状況だった】

「入院という非日
常に身を置かれた」

「自らの選択により
行動を決定した」

【メディアからの情報
を信じた】

【自ら選択した事柄から行動
を起こした】

「自らの健康・生
活習慣に関心を

示す」

表2 抽出されたｶﾃｺﾞﾘｰ

行動変容に関する内容については、行動変容の

きっかけと変容中の気持ちの２つへ内容を分けまし
た。

まず行動変容のきっかけとして、「自らの健康・
生活習慣に関心を示す」、「入院という非日常に身を
おかれた」、「自らの選択により行動を決定した」の
３つのカテゴリーへ分類しました。

結果１

表2-2 行動変容実施中の気持ち

代表的な語り ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ ｶﾃｺﾞﾘｰ

自分のやっている通りで良いと
思ってやってはいる

無理にやろうとか、ストレスになる
気軽にと考えていた

女房がゆっくり食べさせてくれて
色々考えて作ってくれて

【家族の協力に感謝】

特に調子が良いとかは無かった 【効果の実感がない】

【自分の行動を信じている】

【ｽﾄﾚｽに感じないよう
感情ｺﾝﾄﾛｰﾙをしていた】

「感情をコントロール
していた」

「家族の存在が強み
となっていた」

「効果の実感がない」

次に、行動変容中の気持ちとしては「感情をコン
トロールしていた」、「家族の存在が強みとなってい
た」、「効果の実感がない」、の３つへ分類しました。

結果２

代表的な語り ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ ｶﾃｺﾞﾘｰ

【病気の早期発見・
予防への期待】

日頃の生活を振り返る

多少身体がきつくても普通に働
ければと思って

表2-3 健診を受けるきっかけ

代表的な語り ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ ｶﾃｺﾞﾘｰ

会社から言われて 【社会的な働きかけ】

【病気への脅威】

表2-3 健診への気持ち

【環境の変化からの
不安がある】

「社会的環境の影響」

「病への脅威・
体調面の不安」

【生活習慣への気づきの
場となっている】

「予防への前向きな
気持ち」

自営になって身体資本なもんです
から休めば収入無くなっちゃう

健診を受けないで手遅れになっ
た人を聞くことがある

30代後半ともなると健康への
自信というか少なくなって

【体調の変化へ気づき】

悪いところでもあれば少しずつ
でも改善していかないと

【労働の安定を求める】

「日常生活を振り返る
ことができる」

「働くことへの願い」

健診・保健指導に関する内容については、健診を
受けるきっかけ・健診への気持ち・保健指導への印
象の３つに分けました。

まず、健診を受けるきっかけとして、「社会的環
境の影響」、「病への脅威・体調面の不安」の２つへ
分類しました。

健診への気持ちとしては、「予防への前向きな気
持ち」、「日常生活を振り返ることができる」 「働く
ことへの願い」の３つへ分類しました。
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結果２

代表的な語り ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ ｶﾃｺﾞﾘｰ

一般的にダイエットしようっ
ていうんではなく具体例
が欲しい

【保健指導で求めて
いる情報が得られ

なかった】

特に思い当たらない

いつも忙しくて
(覚えていない)

【仕事の事
が頭にある】

ポイントを押さえて言われた
のが良かった

【ポイントを押さえた
伝え方が印象に

残っている】

表2-3 保健指導に対する印象

【印象に残らない
指導内容】

「有用な情報提供
があった」

「覚えていない」

「期待していた情報
が得られない」

保健指導に対する印象としては、「期待していた
情報が得られない」、「覚えていない」、「有用な情報
提供があった」の３つへ分類しました。

考察

自身の健康・生活習慣へ関心を示す

健診者

自らの選択により行動を決める

行動変容きっかけ 感情をコントロール
家族の協力

効果の実感がない

行動変容中の気持ち

健診・保健指導の役割

病気の予防
生活の振り返り
働くことへの願い

健診への気持ち
内容は覚えていない。
欲しい情報が得られなかった。

ポイントを押さえた
内容が印象的

保健指導の印象

健診は健診者にとって生活を振り返ること、健康への関心を示す良い機会。
年1回の健診の場での保健指導から行動変容を促すことは難しいが、健診者の
準備段階や何を知りたがっているかを見極め情報提供を行うことは行動を変える
のに有効。

結果を踏まえ、健診は健診者にとって生活を振り
返ること、健康への関心を示す良い機会となってい
ました。

年１回の健診という場での保健指導から行動変容
を促すことは難しいが、健診者の準備段階や何を知
りたがっているか見極め情報提供を行うことは行動
を変えるのに有効でした。

結論

 1.健診者にとって健診は生活を振り返ることがで
きる場であり、健康への関心が高まることで行動
を変えるひとつのきっかけとなっていた。

 2.より良い保健指導の提供のためには、保健指導
担当者は日々スタッフ間での情報提供や学びや振
り返りが必要である。

１．健診者にとって健診は生活を振り返ることがで
きる場であり、健康への関心が高まることで行
動を変えるひとつのきっかけとなっていた。

２．日々の保健指導が必ずしも健診者にとって行動
変容のきっかけとはなっていなかったが、より
良い保健指導の提供と健診者の願いを実現させ
ていくために、スタッフ間での情報共有や学び、
振り返りが必要と考えました。




