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小児健康教室の取り組みと効果検証 ～第３報～
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第55回 全国国保地域医療学会 in 大宮

よろしくお願いします。小児健康教室の取り組み
と効果検証について発表させて頂きます。

学童前期（小学校低学年）の

気づきが効果的 ●体格が形成されてしまうため

●生活習慣が決まってしまうため幼児期肥満

40％

学童前期肥満
思春期肥満

成人肥満

25％ 70～80％

学童前期（小学校低学年）の時期に肥満予防を
開始することが効果的である。

当院では2009年から学童期の肥満小児を対象に
小児健康教室（運動・栄養）に取り組んでいる。

【背景】

＊子どもの肥満は大人の肥満のもと

小児肥満の問題：成人生活習慣病に移行しやすい

まず背景と致しまして、現代において肥満小児は
増加する傾向にあり、肥満小児が抱える大きな問題
点としては、成人の生活習慣病に移行しやすいこ
とが挙げられます。その中でも思春期肥満では生
活習慣がある程度完成されてしまう事から実に70
～ 80％が成人肥満に移行するといわれております。
よって介入時期としては、学童前期の時期に肥満予
防を開始することが効果的とされます。そこで、当
院では2009年から学童期の肥満小児を対象に小児健
康教室の取り組を開始致しました。今回は、これま
での報告もふまえて新しい取り組みの有効性につい
て検証してきたので報告致します。

教室非継続群（contorol群）と教室継続群（週２回群）で
比較し、運動への意欲向上と肥満度の改善を認めたことを報告

【過去の報告～第１報～】
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【運動に対する関心度】

継続（週２回）群 非継続群

【肥満度の改善】

教室前：37.05±14.75％
現在 ：28.07±18.65％

教室前：44.85±18.41％
現在 ：45.81±21.29％
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【効果】関心度および肥満度ともに継続群（週２回）は
有意に改善を認め、肥満の是正に有効であった

【課題】マンパワー不足や親御さんの送迎の負担

【対策】2013年度から月２回に頻度を減少させ再開した

まず、第１報としては健康教室を週２回の頻度で
開始し、その中で継続できた群と非継続群との比較
です。効果としましては、関心度および肥満度とも
に継続群において有意に改善を認め、肥満の是正に
有効でありました。しかし、課題として週２回の頻
度ではマンパワー不足や親御さんの送迎の負担が挙
げられ、2013年度から月２回に頻度を減少させ教室
を再開しました。

頻度を減少させた教室継続群（月２回群）との効果検証を行なった。

【過去の報告～第２報～】
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【運動に対する関心度】 【肥満度】

【効果】意欲の向上は図れるが週２回の頻度ほどの
肥満度の改善はみられなかった。

【課題】自宅での運動習慣を定着させる取り組みが必要
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【Kruskal-Wallis検定】
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第２報では第１報時のデータと月２回の教室継続
群での３群間比較を行ないました。結果は月２回の
頻度では関心度の向上は図れるが週２回の頻度ほど
の肥満度の改善はみられず、自宅での運動習慣を定
着させる取り組みが必要という課題が挙りました。
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通常の教室内容に加え、自宅での運動習慣の定着させる
課題に対して『自己管理ノートの作成および工夫』する
ことを重点的において取り組んだ。今回はその有効性に
ついて検証したことを報告する。

【目的】

2013年度と同じ対象者かつ2014年度の１年間の教室を
継続して参加できた肥満小児とした

８名（平均年齢:10.8±1.4歳 平均肥満度:24.1±12.7％）

【対象】

肥満度＊を算出し、年度明け（開始時）と年度末（１年後）の
前後の変化量を前回のデータと比較検討した。解析はR−2.8.1
を用いて対応のあるt検定を行い、有意水準を５％とした。

【検討項目および統計】

≪肥満児の判断・基準≫
●肥満度(%)＝(実測体重−標準体重（★）)÷標準体重×100

★標準体重：標準体重(kg)＝身長(m)×身長(m)×身長(m)×13
肥満の分類：6歳未満は15%以上、6歳以上は20%以上で肥満傾向

6歳未満 15%～19%:肥満傾向児 20～39%:軽度肥満 40%:高度肥満
6歳以上 20～30%:軽度肥満 30～50%:中等度肥満 50%～:高度肥満

本研究は倫理的配慮として、対象者と保護者に本学会で発表することを説明し同意を得ている。

そこで、今回、第３報として月２回の教室内容に
加え、自宅での運動習慣の定着させる課題に対して
『自己管理ノートの作成および工夫』することを重
点的において取り組んだので、その有効性について
検証したこと報告致します。対象は2013年度と同じ
対象者かつ2014年度の１年間の教室を継続して参加
できた肥満小児とした８名を対象としました。検討
項目として肥満度を算出し、開始時と１年後での前
後の変化量を前回のデータと比較検討致しました。

運動時間：午後6時～7時までの1時間

その他：なわとび・鬼ごっこ etc

【取り組み紹介～教室の実施内容～】

2009年9月～ 開始

～2011年3月 3回／週

2011年4月～
～2012年３月

2回／週

2013年4月～ 2回／月

2014年4月～ 〃

＜教室の頻度＞

身長・体重
測定

自分で
記載

【自己管理ノートのフィードバックの様子】

親も参加

達成可能な目標を
一緒に考える

教室の取り組み内容の紹介です。運動時間は１時
間で身長、体重測定を運動前に行い、その値を自分
で自己管理ノートに記載してもらいます。その際に
自己管理ノートを使用したフィードバックに十分な
時間をかけるように心がけ、その後運動を実施して
おりました。フィードバック時には親御さんも参加
して頂くようにしております。

視覚的に
体重の増減を意識

食事・運動目標の達成度
を〇×で記入

その日、食事・運動で頑張った
こと、反省することを記載

小児の運動意欲をノートの自己管理を通して
自宅での運動が継続できるようにサポート

【自己管理ノートの内容紹介】

運動を続けさせるためには、自分
で目標を決めることが大切である
。人間は自分で決めたことは守ろ
うとする性質があるから

自己管理ノートの内容紹介をします。まず、半年
後、１年後の目標を自分で決め、それを自分で記載
してもらいます。そして、その目標に向けまた、毎
日の体重測定を視覚的に分かりやすいようにグラフ
に記載していってもらいます。また、次回の教室ま
での小目標も上げてもらい、その達成度を○×で記
入してきてもらいます。その下にはその日の食事や
運動で頑張った事、反省する事などを日記感覚で記
載するようにしております。これらの、記載内容を
もとに教室の前半に親も含めてのフィードバックを
実施しました。

【結果①肥満度の変化量 対応のあるt検定】
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95％CI：1.3～7.8
効果量dは0.7で中
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月2回群

P<0.01

-1.7±9.0％
月2回（改良）群

-7.1±5.3％

結果に移ります。まず、月２回群と月２回（改良）
群の肥満度変化量の差の検定において、月２回（改
良）群の方が有意に大きな変化が認められました。
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【結果②肥満度の変化 対応のあるt検定】
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（％）
NS

P<0.01

（開始時）35.4±28.4％
（１年後）33.6±23.2％

（開始時）31.2±14.7％
（１年後）24.1±12.7％

そして、各群での開始時と１年後の肥満度の比較
でも、月２回（改良）群において有意差を認めてお
ります。これらの結果より、２群間の介入の違いと
しては自己管理ノートに対するアプローチのみしか
行っておらず、ノートの有用性が示唆される結果と
なったと思われました。

【考察①自己管理ノートの有効性について】

管理能力の向上・生活習慣の是正に繋がる。
学校管理下での身体活動は運動部所属の有無以外はおおよそ一律、
下校後の日常生活習慣の違いが肥満の発生要因として重要である

肥満度の改善（管理ノートは有効なツールのひとつ）

認知行動療法の４原則
１）セルフモニタリング
２）食事や運動に関する刺激のコントロール
３）強化
４）生活習慣に関する意識の再構築

最も有効性が高い肥満の治療法は家庭生活を基盤とした
認知行動療法である。（Waddenら）

加えて、教室前半でフィードバックを重視
誉めることでモチベーションUP！

以上の結果より考察に移ります。肥満の最も有効
性が高い治療法としては家庭生活を基盤とした認知
行動療法であるとされており、この認知行動療法の
４原則としては以下の事が挙げられております。今
回は、これらの原則について自己管理ノートを用い
てフィードバックなどを重視する事で、管理能力の
向上や生活習慣の是正に繋がり、肥満度の改善に影
響したものと考えられました。

【考察②次なる課題点や介入余地】
【運動処方や強化】

・ある程度の運動習慣があり、体を動かすことに肯定的な対象者には、運動処方を
用いた指導に効果がある。（原光彦ら.肥満学童に対する身体活動の維持・増進への支援.2003）

・外発的動機づけを内面化して自律的な行動になるように支援するために、最終の
段階で『運動の内容を徐々に高度にして達成感を味わわせる』ことが重要となる

（松本裕史：自己決定理論に基づく運動の動機づけ研究：2002）

→ 運動習慣の定着後は、負荷を漸増した適切な運動処方が必要と考える。

【年間の肥満度推移で見える介入ポイント】

夏冬休み間に肥満度が増加している例が多い
肥満度脱却により重要かつ最も自己管理が問われる時期であり
介入の意義が大きい（工夫が必要）と考えられる。

（％）

（月）

今後の課題としては、ある程度運動習慣の定着し
てきた対象に対しては、諸家らが言われているよう
に負荷を漸増した適切な運動処方を考えて行く必要
があると思われますが、その指導の方法などに関し
ては今後検討していかなければならないと考えてお
ります。また、一部の症例の肥満度年間推移を見て
みると、夏冬休み間に肥満度が増加している例が多
く、肥満度脱却により重要かつ最も自己管理が問わ
れる時期であり、この時期に対する介入の意義は大
きいと考えられ、今後検討していきたいと思いまし
た。

【まとめ】

・当院での小児健康教室について取り組みと効果を報告した。

・月2回の頻度でも自己管理ノートの活用により、肥満度は
有意に改善を認めた。

・その他の活動として地域の学校保健部会研修会などから研修依
頼を受け、小児科Dr.をはじめとして我々、理学療法士も講演
などをさせて頂く機会が増えている。当病院のみならず地域全
体で肥満小児の減少に対する意識を高めていければと思う。

まとめです。当院での小児健康教室について取り
組みと効果を報告しました。教室が月２回の頻度で
も自己管理ノートの活用により、肥満度は有意に改
善を認めました。また、その他の活動として地域の
学校保健部会研修会などから研修依頼を受け、小児
科Dr.をはじめとして我々、理学療法士も講演など
させて頂く機会が増えており、当病院のみならず、
地域全体で肥満小児の減少に対する意識を高めてい
ければと考えております。
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ご清聴ありがとう
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ご清聴ありがとうございました。




