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1 事業の概要 

1.1 事業の概要（目的と中間成果評価の対象となる保健指導について）   

「未受診もしくは治療中断中の糖尿病等罹患者に対する糖尿病性腎症等重症化予

防のための受診勧奨・保健指導事業委託業務」（以下「本事業」とする）は、株式会社

DPPヘルスパートナーズ（以下「DPP社」）が神戸市との間で締結し、同市における

国民健康保険（以下「国保」とする）の被保険者のうち特定健康診査（以下「特定健

診」とする）で医療機関への受診が必要と思われる糖尿病性腎症等の者や治療を中断

している者に対して糖尿病性腎症等重症化予防指導プログラム（以下「プログラム」

とする）を実施し、その効果を検証するものである。プログラムは生活習慣を改善す

るための保健指導（食事療法、運動療法、セルフモニタリング、薬物療法）を中心と

し、対象者には約 6 カ月間にわたって 2 回の面談と 10 回の電話による指導が行われ

た。 

 

1.2 指導実施者 

本事業のプログラムによる保健指導を実施したのは DPP 社に所属する専門スタッ

フ 8人で、いずれも看護師の資格を持ち、DPP社内で規定の研修・訓練を受けた者で

ある。 

 

1.3 指導内容 

DPP社オリジナルのテキストや自己管理手帳、その他補助教材を用いて保健指導を

実施した。実施期間は約 6 カ月間であり、1 カ月目と 4 カ月目は面談と電話による指

導、それ以外は月 2回の電話による指導であった。主な指導内容は食事療法、運動療

法、セルフモニタリング、薬物療法の４分野であり、この他必要に応じて活動と休息

のバランス、ストレスマネジメント、血糖値の管理、フットケア等が追加された。指

導に利用したテキストや自己管理手帳は広島大学大学院医歯薬保健学研究院成人看

護開発学の森山美知子教授の総監修・執筆によるもので、医学、栄養の各分野につい

てはそれぞれ専門家の監修を受けている。 

 

2 中間成果評価の目的と方法 

2.1 評価目的 

中間成果評価の目的は DPP 社の指導プログラムの生活習慣改善状況の効果を確認

し、DPP 社と神戸市の間で結ばれた委託契約第 10 条および委託契約別紙 1 仕様書 6

に基づいて委託料の支払金額を確定することを目的とする。 

 

2.2 評価対象者 

本事業の対象となったのは、神戸市民である国民健康保険被保険者のうち、以下の
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選定条件に該当する者で、かつ糖尿病性腎症等重症化予防指導プログラム（以下「プ

ログラム」という。）開始時点で未受診もしくは治療中断中の者として神戸市が指定し、

DPPが参加勧奨を実施した 2,962人のうち、プログラムへの参加を同意しかつ神戸市

により事業対象者として選定された者 110 人である。実際には保健指導の開始前に 1

人が参加を辞退したため、最終的な参加者は 109人となった。 

  

【選定条件】（委託契約別紙 1仕様書 3） 

特定健診結果（平成 28年 4月から 12月）で、以下（ア）①～②のいずれかに該当

し、かつ（イ）に該当し、かつ（ウ）に示した基準に該当しない者。 

（ア）①現病歴または既往歴に「糖尿病」または「糖尿病性腎症」の記載がある。 

    ②HbA1c値が 5.6％以上 

（イ）eGFR値が 15ml／分／1.73㎡以上かつ 75ml／分／1.73㎡未満。 

（ウ）除外基準 

(i)癌の傷病名のレセプトがある者 

(ii)難病の傷病名のレセプトがある者 

(iii)精神疾患の傷病名のレセプトがある者 

 

2.3 保健指導（介入）の内容 

2.3.1 プログラムの実施期間と実施方法 

プログラムで実施された保健指導は面談 2回・電話 10回、期間は 6ヶ月間であ

った。（表 1）保健指導は 2017 年 8 月 24 日に開始され、2018 年 3 月 28 日に全

ての指導が終了した。 

 

 

 

表 1 保健指導の予定表 

 

2.3.2 主な指導内容 

実施の保健指導の手順と内容は以下の通りである。 

対象者は、担当する看護師(以下「担当看護師」とする)と共に以下を実施する。 

① 医療機関への受診の必要性及び適正な受療行動についての知識を身につけ

る。 

１ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目 合計

●○ ○○ ○○ ●○ ○○ ○○ 12回

（●面談指導　　○電話指導）
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② 対象疾患とその合併症に対する食事療法や運動療法、ストレスマネジメント

等についてテキストと補助教材を用いて学習する。 

③ 行動目標を設定して実践し、手帳に自身で測定したデータを記録するセルフ

モニタリングを行う。 

④ 保健指導の際に定期的に担当看護師と実施状況を分析し、行動目標を再設定

する。これを 6カ月間繰り返す。 

 

2.4 評価項目 

中間成果評価では、プログラム修了率、およびプログラム修了者の生活習慣改善に

ついて評価する。具体的には食事療法、運動療法、セルフモニタリング、薬物療法の

各状況について、保健指導開始時（ベースライン）と保健指導修了時点の改善具合を

確認する。ベースラインと保健指導修了時の参加者の状態（無関心期、関心期、準備

期、実行期、維持期、非該当の各ステージ）については、別紙 1「自己管理行動指標」

に基づき、担当看護師の指導報告書から判定されたものを使用した。 

 

2.5 データ収集（入手時期・方法） 

保健指導の内容は、担当看護師が毎月プログラム参加者の状態と指導内容について

まとめ記録した「指導報告書」で管理された（各指導につき A4 用紙 1～2 枚）。指導

報告書は担当看護師とは別に、DPP社の健康管理部長が内容確認をし、必要な場合に

は担当看護師に照会をして、参加者の状態を正しく記録し判定の根拠が分かるように

した。ベースラインの状態については万全を期すため、保健指導を 2回（面談と電話

各 1回）実施したところで判定が妥当かの確認をした上で確定させた。保健指導終了

後の状態についても、より確実に妥当な判定がなされるよう担当看護師とは別の健康

管理部長が指導報告書の内容と共に確認した 

中間成果評価のためのデータは DPP社で CD-ROMに焼き付け、パスワードロック

をかけた状態で第三者評価機関の公益財団法人未来工学研究所に提供された。提供さ

れたデータはベースライン、保健指導修了時の参加者の状態（食事療法、運動療法、

セルフモニタリング、薬物療法の各分野の判定ステージ、またその判定理由）がまと

められたエクセル表データ、参加者一人ひとりの指導報告書（本プログラム用に割り

付けられた IDのみで氏名は黒塗り）をスキャンし PDF化したファイルである。ベー

スラインデータは 2018年 3月、保健指導修了時のデータは 2018年 4月に DPP社よ

り書留で未来工学研究所に送られた。 
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2.6 評価方法 

2.6.1 プログラム修了率の評価 

事業対象者のうち、プログラムを修了した者（以下、プログラム修了者という。）の

割合（以下、プログラム修了率という。）を評価した。保健指導業務終了後、事業対象

者のプログラムへの参加状況に係るデータを入手し、修了状況を判断した。プログラ

ム修了率の計算方法は以下の通りである。 

プログラム修了者率＝（プログラム修了者－プログラム開始後に除外基準に該当す

ることが判明した者）/（事業対象者－プログラム開始後に除外基準に該当することが

判明した者） 

＜定義＞ 

➢ プログラム修了者：事業対象者のうち、プログラムを修了した者 

➢ プログラム開始後に除外基準に該当することが判明した者：事業対象者の

うち、プログラム開始後に委託契約別紙 1 仕様書 5-1(4)⑩の除外基準に該

当することが判明した者 

 

2.6.2 生活習慣の改善状況の評価  

プログラム修了者のうち、生活習慣が改善した者（以下「生活習慣改善者」という。）

の割合（以下「生活習慣改善率」という。）を評価した。計算方法は以下の通りである。 

 

1) 生活習慣改善率＝（生活習慣改善者－プログラム開始後に除外基準に該当する

ことが判明した者）/（プログラム修了者－データ未提出者（プログラム開始後

に除外基準に該当することが判明した者を含む。）） 

＜定義＞ 

➢ 生活習慣改善者：プログラム修了者のうち、自己管理行動指標（別紙 1）の

ステージが、保健指導の実施前と比較して実施後で改善している者（但し、

実施前に別紙 1 記載の無関心期だった者については別紙 1 記載の準備期以

降になった場合のみ改善と判断。また、実施前に別紙 1記載の維持期だった

者については実施後に維持期であった場合も改善に含める） 

➢ データ未提出者：プログラム修了者のうち、自己管理行動指標のステージを

判定するために必要な情報を対象者が提出せず、ステージの判定ができな

い者 

2) プログラム修了者のうち、(i)食事療法、(ii)運動療法、(iii)セルフモニタリング、

(ⅳ)薬物療法の 4つの分野毎に生活改善者数を算出する。 

3) 1)で算出された生活習慣改善者数に基づき、4 つの分野毎に、上記（2.6.2 1））

の計算方法に基づき生活習慣改善率を算出する。 

4) 4 つの分野の生活習慣改善率を単純平均し、単一の生活習慣改善率を算出する。 
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3 結果 

3.1 プログラム修了率の評価結果 

本プログラムの対象者の中間成果評価までの流れを図 1に示す。選定基準を満たす

2,962 人のうち 110 人から本プログラムに同意を得た。このうち指導開始の前に辞退

者が 1 人出たため、実際にプログラムによる保健指導実施対象者は 109 人であった。

保健指導開始後に 4人が除外対象となり（骨髄異形成症候群判明:1人、脳梗塞発症:1

人、がん治療:2 人）、残る 105 人が評価対象となり、うち全員が保健指導を継続・修

了した。結果、プログラム修了率は目標値「80％」に対し、100%である(105/(109-4））

*100)。 

 

 

図 1 プログラム対象者の流れ 

 

3.2 生活習慣改善率の評価結果 

プログラム修了者と改善の有無についての内訳を表 2に示す。詳細については別紙

2を参照。 
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表 2 プログラム修了者と改善の有無の割合 

 

3.2.1 食事療法 

プログラム修了者 105人全員が評価対象となった。 

うち改善者は 98人（改善なし 7人を除く）であった。 

よって改善率は 93.3％（(105-7)/105*100）だった。 

 

3.2.2 運動療法 

プログラム修了者 105人のうち、1人がプログラム修了直前に股関節の手術を受け、

1 カ月入院したため評価対象から除外され、判定不能となった。よって評価対象者は

104人であった。 

うち改善者は 95人（改善なし 9人を除く）であった。 

よって改善率は 91.3％（(105-1-9)/(105-1)*100）だった。 

 

3.2.3 セルフモニタリング 

プログラム修了者 105人全員が評価対象となった。 

うち改善者は 100人（改善なし 5人を除く）であった。 

よって改善率は 95.2％（(105-5)/105*100）だった。 

 

3.2.4 薬物療法 

プログラム修了者 105人のうち、保健指導実施期間中に医療機関への受診がなく処

方がない、もしくは医療機関への受診はあったが処方がないとの理由で 90 人が評価

対象から除外となった。残る 15 人が保健指導実施中に通院しておりかつ処方があっ

たが、咽頭炎や高尿酸血症、肺気腫といった糖尿病や糖尿病性腎症とは関係のない疾

病・症状での処方が 14人で、神戸市とも協議の上、糖尿病・糖尿病性腎症関連で処方

があった 1人を評価対象とした。1 

                                                   
1 疾病の判断は、DPP社の担当看護師へ聞き取りを実施し、事業対象者が申告した疾病名や服薬状況に基

づき判断した。 

食事療法 運動療法 セルフモニタリング 服薬状況

修了者（人） 105 105 105 105

評価除外者（人） 0 1 0 104

評価対象者（人） 105 104 105 1

改善あり（人） 98 95 100 1

改善なし（人） 7 9 5 0

改善率（％） 93.3 91.3 95.2 100.0
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うち改善者が 1人であった。 

よって改善率は 100.0％（(105-90-14)/(105-90-14）*100）だった。 

3.2.5 4分野の総合評価 

食事療法、運動療法、セルフモニタリング、薬物療法の四分野の総合評価として、

各分野の生活習慣改善率を単純平均し、単一の生活習慣改善率を算出した場合の総合

評価は以下の通りとなる。2 

(93.3％＋91.3%＋95.2%＋100%)/4＝95.0% 

結果、生活習慣改善率は目標値「75％」に対し、95.0％である。 

 

4 考察 

4.1 DPP社が事業対象者に実施したプログラムの内容・方法について 

4.1.1 使用教材 

DPP社の指導には、広島大学大学院医歯薬保健学研究院成人看護開発学の森山美知

子教授が総監修・執筆したテキスト「糖尿病や腎症の進行を抑え、明るく活動的な生

活をおくるためのプログラム」、また自己管理手帳「新しい生活のペースをつかむ手帳」

が使われている。 

テキストは A4版 103ページで、「糖尿病について」（83ページ）、「糖尿病腎症につ

いて」（20 ページ）の 2 部構成からなる。前半の「糖尿病について」では糖尿病につ

いての全般的な説明（原因、治療法、検査値の読み方を含む）をした後、①食事療法、

②運動療法、③薬物療法、④禁煙、⑤日常生活の管理、⑥ストレスマネジメントの各

論が述べられている。特に食事療法に重点が置かれ、食事療法を実施するにあたって

大切なこと、減塩の重要性、コンビニエンスストアやスーパーの食材をうまく活用す

る方法、外食やイベントの際のヒントや注意点が 35ページにわたって書かれている。

「糖尿病腎症」では、腎臓の働きと治療の内容、腎臓に負担をかけない低たんぱく食、

運動や薬物療法について説明している。 

自己管理手帳は自分の持病、改善すべき生活習慣をチェックし、治療や検査、足裏

の観察結果の記入欄（1カ月毎）、毎日の体調（体重、血圧、脈拍、食事、運動、薬当

等）が１年間にわたって記録できるようになっている。 

 

4.1.2 プログラム実施者 

DPP 社所属の保健師、看護師がプログラム実施を担当した。DPP 社では、提供す

る生活習慣改善指導プログラムの質を担保するため、プログラム実施にあたる保健師、

看護師は全て DPP 社が常勤職として雇用する社員であり、全員に一定の研修・訓練

を課している。入社後 3日間の研修（広島大学大学院医歯薬保健学研究院成人看護開

                                                   
2 なお、各分野での評価対象者と改善者の数から計算した総合評価は以下の通りとなる。 

(98＋95＋100＋1)/(105＋104＋105＋1)*100＝93.3% 
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発学の森山美知子教授が担当）、オンライン研修 30～100 時間、具体的なケーススタ

ディを取り上げたロールプレイによる面談実習、実際の面談への陪席等である。また、

実際にプログラム実施を担当するようになってからも適宜社内でのスーパーバイズ

を受けることが求められている。今回の事業で生活習慣改善プログラムを担当したの

は既にこうした社内研修を受け、実際にプログラム提供の経験が豊富な看護師 8人で

あった。 

 

4.1.3 プログラム内容とその記録 

プログラムの内容は一般的に特定健康診査の結果に応じて提供されるいわゆる保

健指導、生活習慣改善指導であるが、本事業では毎月 2回、計 6か月間の指導が実施

された。初回と 4カ月目に 1 時間～1 時間半の面談があり、それ以外は電話による指

導であった。主な指導の内容は前述（3ページ、2.2.2 主な指導内容）の通りである。 

これら指導の内容は担当看護師が記録して毎月のサマリーともいえる指導報告書

を作り、事業対象者の状態を食事療法、運動療法、セルフモニタリング（自己管理）、

薬物療法の 4 分野ごとに別紙 1「自己管理行動指標」のどのレベルにあるかが判定さ

れた。毎月の指導報告書と 4分野のレベル判定については、担当者以外のスタッフが

内容を確認し、さらに看護師資格を持つ健康管理部長の確認を経て内容が確定された。 

 

4.1.4 DPP社提供のプログラムの実施体制と提供プロセスに関する評価 

DPP 社の提供する保健指導のプログラムは数多くの研究によって導き出された確

固たるエビデンスに基づいた内容とまでは言えないものの、広島大学大学院医歯薬保

健学研究院成人看護開発学研究室（森山美知子教授）の研究成果3から開発された「自

己管理プログラム」をもとに、DPP社が 2012年から広島県呉市と取り組んできた「糖

尿病性腎症重症化予防事業」のノウハウが生かされたものといえる。DPP社の担当者

（看護師）もよく訓練されており、質の高い指導が実施されたことが、事業対象者が

半年間一人も脱落することなく本プログラムの修了率が 100%と高かったことにも影

響していると考えることができる。プログラム実施中、終了後にプログラムを実施し

た担当看護師の一部にヒアリングをしたが、事業対象者（プログラムに参加している

市民）の様子をよく把握し、精神的なものも含め、その時々の対象者の状態をみなが

ら緩急を使い分けた生活習慣改善指導を実施しているように見受けられた。これらの

ことから、プログラムの実施体制と提供プロセスは概ね適切であったと考えられる。 

一方で、DPP社の実施したプログラムについて明確でない部分もあった。神戸市と

DPP社が結んだ委託契約書の別紙１仕様書では、業務目的として「糖尿病性腎症又は

糖尿病の罹患者およびハイリスク者で、かつ医療機関へ未受診、もしくは治療中断中

                                                   
3 Kazawa, K., Yamane, K., Yorioka, N. and Moriyama, M. (2015) Development and Evaluation of 

Disease Management Program and Service Framework for Patients with Chronic Disease. Health, 7, 

729-740. 
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の者に対して、糖尿病性腎症等重症化予防指導プログラムを通じた受診勧奨・保健指

導業務を実施して、医療機関への受診につなげる」と明記されている。2018年 3月に

DPP社が神戸市に提出した履行届兼業務報告書4においても、その事業目的の中で「医

療機関への受診が必要な者への積極的な受診勧奨とともに、疾病の重症化予防を目的

とした糖尿病性腎症重症化予防プログラム（以下「プログラム」とする）を展開した」

と記し、事業内容でも「医療機関への積極的な受診勧奨や重症化予防に向けた保健指

導を実施した」と触れている。しかし、実施された受診勧奨の内容については毎月の

指導報告書には体系的に記録がなされておらず、どのような受診勧奨がなされたのか

指導報告書からは確認できなかった5。 

毎月の指導報告書には事業対象者一人ひとりの「重点項目（長期目標）」や「セルフ

モニタリング（自己管理）」、「食事」「運動」の項目が必ず設けられて記録されている。

人によって「アルコール」「血糖管理」「フットケア」「水分摂取」、また「眼科」「定期

受診と治療継続について」という項目が加わるが、なぜその人にだけその項目を設け

ることが必要だったのか、他の人には必要なかったのか、指導報告書だけでは不明で

あった。また、「重点目標」や「セルフモニアリング」の部分で、必要に応じて受診を

勧めたり、受診の必要性を説明したりした旨の記録があるが、それが「積極的な受診

勧奨」にあたるのかどうか、判断できる内容ではなかった。 

仕様書や報告書で「（積極的な）受診勧奨」を実施すると記すからには、受診勧奨、

特に積極的な勧奨とは何か、そしてどのように実施するのかをまず明確にする必要が

ある。その上で、受診勧奨等必要な項目を含む統一した書式による指導報告書に記録

し、どのような受診勧奨を行ったのか、後から誰が見ても理解・評価できるようにし

ておくことが必要だと考えられる。まだ軽症であり医療機関受診を強く勧める必要が

ない場合、あるいは本人が自ら受診をする意向を示している場合は、その旨を記録す

ればよいであろう。また、こうした受診勧奨の効果を評価できる指標を生活習慣改善

の評価項目に加えることも検討すべきであったと考えられる。 

 

4.2 参加者の自己効力感について 

4.2.1 調査方法 

DPP社は事業対象者（プログラム参加者）に対して、生活習慣改善指導 1カ月目と

6カ月目に、「プログラムアンケート調査」と称したアンケートを実施している（別紙

3）。A4版表裏 2ページのアンケートで、「自己管理への自信に関するアンケート」と

「QOL（生活の質）に関するアンケート」からなる。「自己管理への自信に関するアン

                                                   
4神戸市様履行届兼業務報告書：平成 29年度糖尿病性腎症重症化予防のための受診勧奨・保険指導事業、

株式会社 DPPヘルスパートナーズ 
5 DPP社の担当看護師への聞き取りでは、健診結果が要医療である対象者へ受診勧奨を実施した旨の報告

があった。 
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ケート」はいわゆる自己効力感の測定を意図するもので、国内の先行研究6をもとに

DPP社が作成したもので、健康維持・増進のための自己管理能力に対する自信を問う

部分（10 項目）、病気に向き合う上で自らのメンタルヘルスに対する自信を問う部分

（13項目）に大きく分かれており、いずれも「全くあてはまらない（1）」から「とて

もよく当てはまる（4）」までの 4段階に分け、当てはまる部の数字を選び、各項目や

各部分、あるいは全部合算した数字が高いほど自己効力感が高いと考える。「QOL に

関するアンケート」は世界保健機関（WHO）の QOL 尺度を用いており、「自分の生

活の質をどのように評価しますか」「自分の健康状態に満足していますか」の 2 項目

について、「全く悪い（1）」「悪い（2）」「ふつう（3）」「良い（4）」「非常に良い（5）」

から選択する 5件法となっている。 

なお、プログラム修了者は 105人であるが、アンケートを実施できなかった参加者

が 6人おり、アンケート実施者は 99人となっている。 

ここで自己効力感について説明をしておきたい。自己効力感はセルフ・エフィカシ

ー（self-efficacy）ともいわれ、1990年代に Banduraが提唱した自己効力感理論に基

づくもので、健康教育や健康行動、予防医学の分野で最もよく使われる理論・モデル

の一つである7。Bandura の定義では自己効力感とは「人がある結果を生み出すため

に必要とされる行動を首尾よく達成できる確信」である。言い換えれば、「ある具体的

な行動をとることについて人が感じる自信」を指し、そこには「行動をとる際の障害

を克服することへの自信」も含まれる。自己効力感は行動変容のために最も重要な必

要条件といわれ、つまり、行動変容の開始とその維持には自己効力感が重要な役割を

果たすのである。生活習慣の改善が必要な糖尿病を代表とする慢性疾患やがん患者の

セルフマネジメント、精神障害者支援といった保健医療福祉の分野だけではなく、教

育やビジネスといった様々な分野で自己効力感を高めることが大切だといわれてい

る。 

 

4.2.2 結果 

自己効力感について調べる調査のうち、前半の「健康維持・増進のための自己管理

能力に対する自信を問う部分（10 項目）」を自己効力感①、後半の「病気に向き合う

上で自らのメンタルヘルスに対する自信を問う部分（13 項目）」を自己効力感②とす

ると、プログラム参加 1 カ月目から 6 カ月目で自己効力感の点数（各項目の合計値）

が上がった参加者は、自己効力感①で 52人、自己効力感②で 47人、①②の合計値で

54人だった。自己効力感が下がった者は自己効力感①と②ともに 39人、①②の合計

で 41 人だった。プログラム参加 1 カ月目と 6 カ月目で自己効力感の点数が変わらな

                                                   
6金外淑、嶋田洋徳、坂野雄二. 慢性疾患患者の健康行動に対するセルフ・エフィカシーとストレス反応と

の関連. 心身医学. Vol36. No.6., 500-505 
7 曽根智史、湯浅資之、渡部基ら（翻訳）. 健康行動と健康教育－理論、研究、実践. 医学書院. 2006. 
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かった者は自己効力感①で 8人、自己効力感②で 13人、①②の合計で 4人だった（表

3）。 

 

 点数が上がった者 

（人） 

点数が下がった者 

（人） 

点数が変わらなかった者 

（人） 

自己効力感① 52 

（52.5％） 

39 

（39.4％） 

8 

（8.1％） 

自己効力感② 47 

（47.5％） 

39 

（39.4％） 

13 

（13.1％） 

自己効力感①②合計 54 

（54.5％） 

41 

（41.4％） 

4 

（4.0％） 

表 3 自己効力感の変化（プログラム１カ月目から６カ月目） 

 

自己効力感の高さは、糖尿病患者が闘病をしていく上での自己管理に大きく影響す

るといわれている。参加者の約半数が生活習慣改善指導を受けたことによって自己効

力感が上がった可能性があるといえる。また、プログラム１カ月目から 6カ月目で点

数が変わらなかった者を加えると、自己効力感①、自己効力感②、自己効力感①②合

計いずれも参加者の約 6割で自己効力感が向上・維持されたと考えられ、このアンケ

ートからもプログラム実施が参加者へ良い影響をもたらしたと見てよいだろう。しか

し、その半面、自己効力感①、自己効力感②、自己効力感①②合計いずれも約 4割で

点数が下がっているという事実がある。プログラム修了者の生活習慣改善率は食事療

法、運動療法、セルフモニタリング等全般的に 9 割を超える好成績となっているが、

プログラム（生活習慣改善指導）が修了し、一人で生活習慣の改善や維持に取り組ま

なければならなくなった時に、改善した生活習慣を維持することが難しく、また改善

する前の状態に戻る可能性の高い参加者が一定割合存在することを示唆していると

いえよう。 

プログラム参加者の状態の判定や自己効力感アンケートは、参加者の生活習慣改善

指導を担当する DPP 社の看護師が実施しており、担当看護師との信頼関係が強けれ

ば強いほど、プログラム参加者にとっては悪い要素の話や情報を表出することが難し

くなることが考えられる。よって、この自己効力感アンケートの結果もその点を差し

引いて考える必要があり、いったんは生活習慣が改善したものの、その半数近くは改

善した状態を維持することが難しいひとたちであると考えるべきなのかも知れない。 

QOL調査では、自らの生活の質についての評価が上がった者が 29人、下がった者

が 11 人、変化なしの者が 59 人だった。健康状態への満足度が上がった者は 24 人、

下がった者が 11人、変化なしの者が 64人だった（表 4）。 
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 上がった者 

（人） 

下がった者 

（人） 

変わらなかった者 

（人） 

自らの生活の質への評価 29 

（29.3％） 

11 

（11.1％） 

59 

（59.6％） 

自らの健康状態への満足度 24 

（24.2％） 

11 

（11.1％） 

64 

（64.4％） 

表 4 QOL（生活の質）の変化（プログラム 1カ月目から 6カ月目） 

 

生活の質や健康状態への満足度が上がった者が全体の４分の 1以上を占め、変化し

なかった者も加えると 9割近くが維持・向上したと考えられる。しかし、一方で下が

った者が１割超いることも事実である。何によって生活の質の評価や健康状態の満足

度が下がったのか、検討することも必要だと考えられる。本事業では別の成果として

プログラム参加者の腎機能の維持・低下抑制の評価をするが、その際には自己効力感

や QOLの結果と腎機能との関連を確認することも必要だろう。 

 

4.3 プログラム修了時アンケートの結果について 

4.3.1 調査方法 

神戸市の委託を受けた DPP社がプログラム修了者 105人に対し、2018年 2月～同

4月、郵送で調査票「事業（健康支援）に関するアンケート」（別紙 4）を郵送で実施

した。 

調査票は A4表面の１ページで、質問は「あなたご自身のことについて」「参加され

た感想など」「保健指導事業について」の 3部からなっている。「あなたご自身のこと

について」では、（1）国民健康保険加入の時期（2）②国保加入の理由（3）プログラ

ム参加前に生活改善のための保健指導を受けた経験があるかどうか（4）プログラム参

加前に自ら取り組んだ生活改善・健康法（5）プログラム参加の理由、の 5つの質問か

らなっていた。「参加された感想など」では（6）プログラムに参加した感想（自由回

答を含む）（7）プログラムで取り組んだ生活習慣が今後も継続できるかどうかの 2つ

の質問、「保健指導事業について」は（8）面談場所（9）面談時間（10）指導の回数(11)

指導の間隔(12)今後関心のある健康関連のイベント（13）プログラムに参加してよか

ったことや気づいたこと・要望、の 6つの質問から構成されていた。 

 

4.3.2 結果 

記入した調査票は返送用封筒で回収された。返送・回収率は 100％だった。 

国民健康保険（国保）加入の時期（質問 1）は、表 5の通りである。加入の理由（質

問 2）は本人または配偶者の退職が 91 人（85.8％）と最も多く、次いで自営業が 12

人（11.3%）と多かった。本プログラム参加前に保健指導を受けた経験があるかどうか
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（質問 3）では、87 人（82.9%）が「ない」と答え、「あり」は 17 人（16.2%）だけ

だった。 

 

時期 

（平成） 

27～29年 20～26年 10～19年 １～9年 昭和 無回答 

・不明 

人 

（％） 

15 

（14.3） 

48 

（45.7） 

16 

（15.2） 

1 

（1.0） 

17 

（16.2） 

8 

（7.6） 

表 5 国民健康保険加入の時期 

 

プログラム参加前に自ら取り組んだ生活改善・健康法（質問 4）では、運動、食事

が多く、減量、禁煙、節酒もあった（表 6）。プログラムに参加したきっかけ（質問 5、

複数回答あり計 136 回答）では、「初めて案内が来た」73 人（プログラム修了者の

69.5％）、「特定健診の結果が気になる」51 人（同 48.6%）が多く、「自身の取り組み

が合っているかどうかの確認」も 9人（8.6%）あった。 

 

方法 運動 食事 減量 禁煙 節酒 なし・ 

未回答 

人 

（%） 

78 

（48.1） 

52 

（32.1） 

10 

（6.2） 

6 

（3.7） 

6 

（3.7） 

10 

（6.2） 

表 6 プログラム参加前に自ら取り組んだ生活改善・健康法（複数回答あり計 162回答） 

 

プログラムに参加した感想（質問 6）では、複数回答ありで 137の回答があり、「日

常生活改善のきっかけとなった」（78人、プログラム修了者の 74.3％）、「健康状態の

把握ができた」（49 人、同 46.7%）、「医療機関受診のきっかけとなった」（10 人、同

9.5％）の順に多く、「必要性を感じなかった」の選択肢を選んだ人はいなかった。ま

た、プログラムで取り組んだ内容を今後も継続できそうか（質問 7）では、「はい（継

続できそう）」が 101 人（96.2%）を占め、「わからない」3 人（2.9%）、未回答 1 人

（1.0％）はごく少数だった。 

保健指導の面談場所（質問 8）は 94人（89.5%）が「便利」と回答、面談時間（質

問 9）は 103人（98.1%）が「ちょうどよい」と回答した。指導回数（質問 10）や指

導間隔（質問 11）についても 8割以上が「ちょうどよい」と答えた。今後関心のある

健康関連のイベント（質問 12、複数回答あり計 145回答）は健康講座（61人）、ウォ

ーキング（29 人）、ヨガ（21 人）が多く、「スマートフォンアプリでの歩数管理など

ICT（情報通信技術）を活用した健康管理」を選んだ人も 13人いた。 

プログラムに参加して良かったことや気づいたこと・要望（質問 13）は自由回答だ

ったにも関わらず 90 人以上が回答し、ほとんどがプログラム参加とその成果につい
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て高く評価するもの、また DPP 社の指導担当看護師への感謝の意を表すものであっ

た。 

このアンケート調査から参加者の属性をみると、平成 10年～29年（プログラム実

施年から 19 年前まで）の間に、本人や配偶者の退職を理由に国民健康保険に加入し

た人が大半を占めていることが分かる。参加者の平均年齢 65.6歳（標準偏差 3.9）、男

女比が男性 38人（34.5%）、女性 72人（65.5%）であることと矛盾しない結果である。

「特定健診の結果が気になる」（約半数）という状況であったところに、「初めて案内

が来た」（約 7割）ことがきっかけとなって保健指導（生活習慣改善指導）プログラム

に「初めて参加をした」（約 8割）人たちである。プログラム終了後も健康講座やウォ

ーキングやヨガ等のイベントに関心を持っているとプログラムの参加者の多くが答

えている。一人の脱落者もなく修了率が 100％だったということからも、プログラム

参加者は全体的に糖尿病予防を含む健康への意識や関心の高い傾向にある人たちだ

ったといえるだろう。このことが生活習慣（食事療法、運動療法、セルフモニタリン

グ等）の改善率が軒並み 90%以上だったことにも影響していると考えられる。 

プログラム参加の感想として 7 割以上が「日常生活改善のきっかけとなった」、半

数近くが「健康状態の把握ができた」と回答し、保健指導（生活習慣改善指導）の方

法（場所、時間、回数、間隔）についても、全般的に非常に高い評価をしていた。特

に 1 回の面談時間はほぼ 100%の 98.1%が「ちょうどよい」と答えていた。プログラ

ムに参加して良かったことや気づいたことを尋ねた自由回答でも、9 割近くが自らポ

ジティブな振り返りと DPP 社の担当看護師に対する感謝を記入していたことも、プ

ログラム参加者の満足感の高さを示しているといえ、DPP社の指導の質の高さをも示

唆していると考えられる。しかし、ほぼ全員が「ちょうどよい」と答えた 1回の面談

時間については、DPP社によれば面談で約 1時間、電話で 20～30分程度であったと

いうが、正確な時間が記録されていないため、具体的な時間を導き出すことができな

かった。 

また、プログラムで取り組んだ内容を修了後も「継続できそう（はい）」と回答した

者が 96.2％と非常に高かった。これも参加者の満足感や DPP 社が提供した保健指導

の質の高さを反映していると考えられる。半面、前述の自己効力感と QOL に関する

質問紙調査ではプログラム修了者の 4 割程度で自己効力感（点数）が下がっており、

QOL 評価も 7 割以上が変化なしか下がっていた。自己効力感・QOL 調査と同じく、

アンケート調査もプログラムを提供した DPP 社が実施していることから 100%客観

的な評価がなされているとは言い難い。実際にプログラム修了者のうちどれくらいの

人数が改善された生活習慣を継続・維持することができるのか、追跡調査をしなけれ

ば正しい評価はできないと思われる。なお、本事業については最終成果評価として

2019 年度に腎機能へのプログラムの影響の評価を行うこととなっている。中間評価

の結果と照らし合わせた検討も必要であろう。 
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4.4 中間成果評価の成果指標に関する改善点について 

中間成果評価における生活習慣改善の評価は、別紙１「自己管理行動指標」に基づ

いて、食事療法、運動療法、セルフモニタリング、薬物療法の 4分野ごとに評価する

ことになっていた。しかしながら、本事業では薬物療法の実質的な評価ができなかっ

た。その理由は前述の通り（6 ページ、3.2.4 薬物療法）、プログラム実施中に医療機

関への受診がないなどの理由から薬の処方がないという理由から 90 人が評価対象か

ら除外され、残る 15人のうち 14人も糖尿病や糖尿病性腎症とは関係のない疾病・症

状による通院・処方で、評価対象となったのが 1人だけだったためである。本事業の

対象者の条件を見ると、糖尿病も糖尿病性腎症も比較的軽い場合が多くなることも推

察されたはずである。あるいは事業対象者を決定した時に、自己管理行動指標の薬物

療法の内容のままでは評価ができない可能性が出てくることを見越して、指標の変更

を検討してもよかったのではないかと考えられる。例えば、受診勧奨の結果としての

医療機関への受診行動を評価する指標に変更するなど、対象者や事業内容に即して変

える余地があったのではないかと思われる。 

 

5 結語 

本プログラムで生活習慣改善プログラムを始めた 109人のうち、疾病等による除外

対象になった 4人を除く 105人は全員、プログラムを修了し、食事療法で 93.3％、運

動療法で 91.3％、セルフモニタリングで 95.2％、服薬状況で 100.0％、この 4分野の

総合生活習慣では 95.0％（単純平均、各分野での評価対象者と改善者の数から計算し

た総合評価は 93.3%）だった。プログラム修了後に実施した自己効力感・QOL評価、

プログラムを振り返るアンケートについては、全般的に 4割のプログラム修了者で自

己効力感の評価上がり、2～3割で QOL評価が向上していた。プログラムを振り返る

アンケートでは、特定健診の結果を気にしながらもこれまで保健指導を受けたことの

なかった人が多く参加しており、プログラムに対しての評価や満足感が非常に高いと

いう結果であった。このことから、未受診者や治療を中断している糖尿病患者で自分

の健康を気にしながらも自分では動きだせずにいる人に対して、うまくアプローチし

てきっかけを与えることができれば、効率的な生活習慣改善を促すことができる可能

性が非常に高いといえる。プログラムを提供した DPP 社は全般的に質の高い保健指

導を提供していたと推察される。 

今後同種の事業を行う場合の改善点としては、医療機関受診の積極的勧奨の内容を

関係者間で合意した上でその内容を毎月の指導報告書等で体系的に記録をすること、

受診勧奨の結果としての行動変容に関する評価指標を追加することが考えられる。そ

うすることで、事業を通じた行動変容の総合的かつより信頼性のある評価が可能とな

るし、今後の保健指導にも役立つ情報を収集・提供することにもつながると考えられ
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る。また、生活習慣の改善という対象者の行動変容が必要となる保健事業の場合、対

象者の自己効力感を測定・評価し、自己効力感を向上・維持できるような工夫をする

ことで、より効果的な事業の実施を可能にすると考えられる。 
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別紙 1 

 

  

ステージ 食事療法 運動療法 セルフモニタリング 薬物療法 

無関心期 
・食事療法を受ける、ま
たは現状の食事を変え
るつもりはない 

・食事療法の知識が全く
ない 

・運動療法を始めるつも
りはない 

・運動療法（活動と休息
のバランス）の知識が全
くない 

・全く実施していない ・思い出したとき（月 1
～2日程度）にしか内
服・注射していない 

・薬を自己判断で調節し
ている 

関心期 
・食事療法に関心があり
必要性を理解している
が取り組んでいない 

・運動療法（活動と休息
のバランス）に関心があ
り必要性を理解してい
るが取り組んでいない 

・必要なモニタリングに
関心があり必要性を理
解しているが取り組ん
でいない 

・週 1～2日程度内服・
注射している 

準備期 
・自分の食生活の問題が
わかり何らかの取り組
みを一つでも始めてい
る 

・運動療法（活動と休息
のバランス）の取り組み
を一つでも始めている 

・適切な方法でモニタリ
ングできる 

・モニタリング結果を記
録できる 

・週 3～4日程度内服・
注射している 

実行期 
・指示摂取量を理解して
いる 

・他者の助言を得ながら
改善策を立て取り組む
ことができる 

・自分にあった適切な運
動量とタイミングを理
解している 

・他者の助言を得ながら
改善策を立て取り組む
ことができる 

・自分に必要なモニタリ
ングを理解して実施で
きている 

・他者の助言を得ながら
数値を分析し療養の改
善につなげることがで
きる 

・週 5～6日程度内服・
注射している 

維持期 
・食事療法の継続 

・自分で食事療法の改善
策を立て取り組むこと
ができる 

・運動療法の継続 

・自分で運動療法の改善
策を立て取り組むこと
ができる 

・モニタリングの継続 

・自分で数値を分析し療
養の改善につなげるこ
とができる 

・毎日内服・注射してい
る 

・忘れたときに対処でき
る 

非該当 
・治療上対象外（絶食・
注入食など） 

・運動禁止の指示がある ・モニタリング不可能
（頚椎損傷など） 

・処方がない 
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別紙 2 

 

 

  

評価除外者（人）

評価対象者（人）

無関心期（1→1） 0 無関心期（1→1） 0 無関心期（1→1） 0 無関心期（1→1） 0

無関心期（1→2） 1 無関心期（1→2） 0 無関心期（1→2） 1 無関心期（1→2） 0

関心期（2→2） 0 関心期（2→2） 2 関心期（2→2） 2 関心期（2→2） 0

準備期（3→3） 4 準備期（3→3） 5 準備期（3→3） 1 準備期（3→3） 0

実行期（4→4） 2 実行期（4→4） 2 実行期（4→4） 0 実行期（4→4） 0

悪化 0 悪化 0 悪化（準備期:３→２） 1 悪化 0

修了者（人）

改善あり

 改善なし（人）

(人)

(％)

内訳

食事療法 運動療法

内訳

5

内訳 内訳

9

105

0

105

1

105

0

薬物療法

98

（93.3）

105

104

セルフモニタリング

7 0

95

（91.3）

100

（95.2）

1

（100.0）

105 104 105 1

全体 全体 全体 全体

関心期へ（+1） 1※ 関心期へ（+1） 0※ 関心期へ（+1） 1※ 関心期へ（+1） 0※

準備期へ（+2） 1 準備期へ（+2） 0 準備期へ（+2） 1 準備期へ（+2） 0

実行期へ（2→2） 0 実行期へ（2→2） 2 実行期へ（2→2） 2 実行期へ（2→2） 0

維持期へ（3→3） 4 維持期へ（3→3） 5 維持期へ（3→3） 1 維持期へ（3→3） 0

実行期（4→4） 2 実行期（4→4） 2 実行期（4→4） 0 実行期（4→4） 0

維持期 （5→5） 0 維持期 （5→5） 0 維持期 （5→5） 1 維持期 （5→5） 0

※無関心期(1)から次の段階の関心期(2)への一段階の改善(+1)は改善とみなさないため、改善者にはカウントされないが、参考情報として加えた。

98 95 105 1

改善あり(人)
無関心期

（12/13）

無関心期

（2/2）

無関心期

（20/21）

無関心期

（0/0）

改善ありの者のうち初回判定が無関心期だった者と維持期の者の内訳

食事療法 運動療法 セルフモニタリング 薬物療法
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別紙 3 
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別紙４ 
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