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じゃんぐるくらぶの効果と問題点

発 表 者 十枝 めぐみ （香川県：綾川町国民健康保険綾上診療所）

共同研究者 五嶋 典子、北川 千榮美、三村 由美子、姫田 和美、桑島 妙子、中村 律子、
佐々木 牧、真部 和子、広瀬 豊
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平成２３年度の厚生労働省の調査では、香川県は

糖尿病受療率全国ワースト２位で、糖尿病によ

る死亡率が全国ワースト７位となっており、県

では、小児期から生活習慣を改善して将来の発

病を防ごうと、昨年度から小児生活習慣病予防

検診の費用の助成を開始しています。当診療所

が学校医を務める綾上小学校では、県に先駆け

て検診を開始し８年が経過し、様々な指導を行っ

てきましたが
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綾上小学校では県と比較しても肥満度の高い児

童の割合が特に高学年で高い状態が続いていま

す。
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これまで本学会でも報告してきましたが、毎年、

小児生活習慣病予防検診で要医療または要指導

と判定される児童が４分の１を超えており、残

念ながら検診を行うだけでは十分な成果は現れ

ていないというのが現状です。
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検診と同時に行っているアンケートの結果で

は、検診で異常を認める児童は生活習慣に問題

があることが多く、運動不足であるという結果

も出ています。綾上小学校は５つの小学校が統

合されてできた新設校のため通学範囲が広く、

バス通学の児童が半数以上ですが、異常を認め

る児童はバス通学の児童が多いという結果です。
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近隣には遊びに適した公園などがあまりなく、

室内で遊ぶことが多くなっており、異常を認め

る児童は特にその傾向にあるようです。
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異常を認めた児童に口頭で指導してもなかなか

肥満の解消にはつながりません。そこで、診療

所が治療の一環として体操教室を開催し、子供

たちに運動の大切さを伝えるとともに楽しさを

伝えたいと考え、じゃんぐるくらぶを昨年度よ

り開始しました。今回２年を経過しての効果と

問題点について検討しました。
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昨年本学会で報告した第１クールでは、参加し

た児童の内、肥満度２０パーセント以上の児童は、

すべて肥満度が改善し、運動が好きになるとい

う結果が出たためそれに非常に気をよくし、継

続して開催することにしました。肥満傾向の児

童も楽しそうに参加してくれました。
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しかし、第１クールに参加した児童や保護者か

らの口コミで参加した児童が多かった第２クー

ルは、運動の得意な児童が多く、運動の苦手な

児童が参加しにくい雰囲気になってしまいまし

た。父兄を含めたくさん参加してくれましたが

細くて運動の得意な子が多かったです。
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そこで、今年度の第１クールは肥満度の高い児

童に絞って案内を出したのですが、参加の返事

をしても参加してくれない児童もあり、実際に

は案内を出した高学年の男子が友達をたくさん

連れてきてしまい、結局低学年の児童が参加で

きない雰囲気になってしまいました。高学年の

男子ばかりでいうことをきかず困りました。
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例年、夏休み明けに体重が増加する児童が多い

ことから、夏休みにもアプローチが必要と考え、

運動の楽しさを伝える手段として、ヒップホッ

プダンスの教室を開催してみました。しかし、

これはダンスの好きな女子児童が多く参加した

ため、運動が苦手な子に運動の楽しさを伝える

という結果にはなりませんでした。はじめ参加

していた男子も途中から来なくなってしまいま

した。
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今まで行った４つのクールの結果をまとめたグ

ラフがこれになりますが、それぞれのクールで

見ると肥満度が改善していても、実は次のクー

ルまでにかえって肥満度があがっていたり、夏

休みの教室に至っては、教室の前後でかえって

肥満度が上がっている児童が多かったりと思う

ような結果が得られていません。第１・第２クー

ルに参加して肥満度が下がり、あとはスポーツ

少年団の活動に参加するようになってじゃんぐ

るくらぶを卒業した児童もいるので、全く効果

がなかったというわけではないのですが。
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親と子の豊かな育ちを応援！
「スマイルベビー」

発 表 者 高田 ゆかり （福井県：高浜町役場）

共同研究者 畑中 美優寿、越林 いづみ、本田 友紀子、安原 美香、塚本 佐紀、森 厚子、
南 幸子、島本 浩美
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今年も夏休み明けに特に低学年で肥満度の高い

児童が増えてしまいました。
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まとめです。本日ご参加の皆さんに体操教室の

運営方法、また対象とする児童の絞り方など何

かよい方法を教えていただければという思いも

あって本日発表させていただきました。
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わたしも夏休みのダンス教室にはずっと参加し

て、いい汗をかきました。これからも子供たち

に運動の楽しさを伝えるためにじゃんぐるくら

ぶを継続していきたいと考えています。
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高浜町は、福井県の南西に位置し、町内には原

子力発電所、隣の京都府舞鶴市には海洋自衛隊

があり、働き盛りの世帯の転入も多く、町内で

初めて出産・育児を迎える家族も少なくありま

せん。また、核家族化も進んでおり、孤立感や

育児不安を抱える人も多くなっています。
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