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緒

言

そこで筆者らは，肥満の予防と改善を目的とし
た生活習慣改善プログラム（以下 LSIP とする）

精神科医療において，近年では非定型抗精神病

を考案，実施した．実施内容は，肥満がもたらす

薬の副作用による肥満，高血糖が問題になってい

心身への弊害についての講義，食生活，身体活動

る1)．しかしながら，食事や身体活動といった生

についての講義，及び実習である．身体活動と

活習慣を改善することにより，それらを予防でき

は，「骨格筋によって引き起こされたからだの動

ることはすでに明らかになっている． Vreeland

きの総称で，結果としてエネルギー消費を伴うも

ら21)は，3

ヶ月以上非定型抗精神病薬を服用して

の」と定義され，運動とは「身体活動のうち，体

おり， BMI26 以上の統合失調症，及び統合失調

力要素の維持向上を目指して意図的に繰り返され

症性感情障害患者31人を対象に12週間の体重管理

るもの」と定義されている3) ．本研究において

を目的とした食事制限，及び身体活動のプログラ

は，生活習慣改善プログラムの目的に則して運動

ムを実施したところ，実施群は体重， BMI ，さ

と身体活動とを分離し，身体活動として捉えるこ

らには空腹感，栄養（食物）に関する知識や， 1

とにした．

週間の運動日数と運動時間において非実施群との

運動の習慣化や食生活の制限などといった生活

間に有意な減少が認められたことを報告している．

習慣の改善に伴う行動は，日常から離れた活動を

Menza ら6)は同様に52週間のプログラムを行い，

含んでいるうえに，新たな習慣を身につけるとい

実施群と非実施群の間で検討したところ，有意に

う観点から身体的変容だけでなく，なんらかの心

体重，BMI が減少し，実施群は HbA1c 値，拡張

理的変容が生じることが考えられる．しかしなが

期・収縮期血圧，運動量，栄養に関する知識が有

ら，前述を含めたこれまでの研究結果からは体重

意に改善されたことを報告している．

や BMI といった身体的変容は明らかにされてい
るが，心理的変容にまで言及されているものは非
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常に少ない．生活習慣の改善，さらには継続する
ためには心理的変容が不可欠であり，価値観の変
容により，生活習慣の改善といった行動変容が期
待される．したがって，心理的変容について検討
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することは有意義であると考えられる．健常者の
運動による心理的変容に関しては，二相性の感情
（肯定感と否定感）の変容に立脚した報告がされ
ているが2)11)12) ，精神病患者を対象にしてアプ
ローチしている報告は皆無に等しい．
したがって，本研究では LSIP が精神病患者に

81

かについて「1.全くあてはまらない（0～10）」
から「4.とてもあてはまる（90～100）」のうち
から 1 つを選択させた．
回答における得点範囲は 8 点から32点となって
おり，高得点ほど身体的自己効力感が高いと評価
されるものである．

及ぼす心理的変容を明らかにするために，肯定的

2)

な側面として身体的自己効力感，否定的な側面と

清水ら14) によって作成された 20 項目からなる

して状態不安から評価し，検討するものである．

Spielberger16)17) らの STAI 日本語版をポジティブ

.

目

的

状態不安尺度

な項目のみ全10項目で構成されている STAI 短縮
版5)を使用した．回答は従来の 4 件法で行い，各

本研究は， LSIP が精神病患者の心理的変容に

項目に対してどの程度当てはまるかについて「1.

及ぼす影響について検討することを目的とした．

全くそうでない（0～10）」から「4.全くそうで

.

方

法

ある（90～100）」のうちから 1 つを選択させた．
回答における得点範囲は10点から40点となって

. 対象者

おり，高得点ほど不安傾向が少ないと評価される

抗精神病薬により治療中でデイケアに通所し，

ものである．

LSIP の 参加 に 了 解 を 得 ら れた 精 神 病 患 者 11 名

. 手続き

（男性 4 名，女性 7 名）であった．平均年齢は

測定は，基本的には集団での自記式の形式によ

46.3 ± 10.06 歳（ 31 ～ 62 歳），平均 BMI は 29.7 ±

ったが，対象となった患者によっては個別に面接

3.68（23.7～35.7）であった．診断（ICD10）は

し，他記式の形式にて行った．分析には pre テス

統合失調症が 8 名，その他が 3 名であった．
. 実施期間及び測定期日

トと post テストと平均値の差の検定に t 検定を
用いた．

LSIP の実施期間は， 2005 年 1 月 27 日から 2005

また， LSIP 終了時には，内省報告として個々

年 4 月 22 日の 12 週間であった． LSIP の開始前，

人に LSIP に対する感想や総括，及び自分の身体

及び終了後に肯定的側面として身体的自己効力感

の変容，あるいは現在の状態などについて面接を

尺度，否定的側面として状態不安尺度を実施した．

行った．

pre テストは 2005 年 1 月 27 日， post テストは 2005

年 4 月22日に行った．
. 測定内容

. 生活習慣改善プログラム（LSIP）（Table
1 参照）
LSIP は，週 4 回の運動療法講師による身体活

肯定的，否定的の両側面から回答を求めた．

動としての運動教室，週 1 回の医師または管理栄

1)

養士による肥満に関する講義，隔週 1 回の管理栄

身体的自己効力感尺度

中島10) が日本語に翻訳した Ryckman13) らの身

養士による料理教室から構成されている．運動教

体的自己効力感を測定する質問紙を参考にして作

室は筆者らが担当した．初回のみ運動に関する講

成した．回答者の回答時における精神的，及び身

義を行い，その次からの実施内容はウォーキング

体的負担や苦痛を考慮し，中島の身体的能力の認

などの有酸素運動を中心に行い，そのほかに卓

知10項目，身体的技能を表現することについての

球，ソフトバレーボールなど比較的負荷が軽く，

自信12項目の中から 4 項目ずつ抽出し，計 8 項目

ルールも簡易的で，継続可能な身体活動も実施し

と簡略化して実施した．回答は回答者の検討能力

た．その際，筆者らは対象者の身体的自己効力感

を考慮し，オリジナルの 6 件法から 4 件法に修正

の高揚，及び状態不安の低減を企図し，彼らが成

して行った．各項目に対してどの程度当てはまる

功を感知できるような言語的フィードバックを与
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Table 1
容

肥満と健康

健康的な食事作り

目標 形式

実施者
医

肥満改善運動

情報提供

肥満と食事

る20)ことから，対象者は運動習慣を身につけたこ

PLUS プログラム概要

知識の構築

内

師

講義
管理栄養士

体重測定

頻度
(回/週)

1
(交代制)

とにより自己の身体に対する知覚が変容し，身体
に対する自己効力感を高めた可能性が推察される．
. 状態不安
状態不安における合計得点の平均値は， pre テ

1/2

ストは 21.5 ± 6.39 ， post テストは 24.2 ± 5.95 であ

運動講師

4

った．pre テストと post テストとの間に有意な得

看護士
心理士

6

管理栄養士
実習
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点の向上はなかったが，得点向上の有意傾向（ t
＝ 1.62  p ＜ .10 ）が示され，先行研究7) を支持す
るような結果であった． LSIP に参加することに
より，対象者自らが状態不安を低減させる傾向が

えることに努めた．

.

結果及び考察

窺える．
状態不安は，自分に有害なものと判断したとき
短時間に誘発される不安状態であり15)，緊張と懸

. 身体的自己効力感

念という主観的で，意識的に認知できる感情及び

身体的自己効力感における合計得点の平均値は，

自律神経の活動の昂まりによって特徴づけられる

pre テストは15.7±3.56，post テストは17.8±3.63

人間という生体の一過性の状態と概念化すること

であり，pre テストと post テストとの間に有意な

ができる8)ことから，状態不安は一過性のもので

得点の向上（ t ＝ 3.07  p ＜ .01 ）が認められた．

あるということに立脚して考察する．つまり，

LSIP に参加することにより，対象者自らが身体

LSIP 全体，あるいは身体活動に対する苦手意識

に対する自己効力感を高めたことが窺える．

や自分には困難であるというような先入観から対

身体的自己効力感は，自分の身体的能力に対す

象者は緊張と懸念を喚起させたが，終了後は彼ら

る効力感であり，身体活動実施・継続のモチベー

が LSIP に参加するなかで身体を動かすことに対

ションを考える上で欠かせない要因である19)．身

する苦手意識や先入観などを払拭したことが不安

体的自己効力感の高揚の背景には，身体活動実施

を低減させたといえよう．しかし，対象者の日常

に伴う言語的説得，及び生理的喚起が作用してい

における不安状態を測定していないため， LSIP

ることが考えられる．筆者らは卓球やソフトバ

が不安状態を低減させたということは推察ではあ

レーボールなどを実施する際にできるだけ課題に

るものの，不安が低減傾向を示したことに関して

対する成功経験やそこへの正のフィードバックを

は， LSIP は精神科リハビリテーションに有効的

言語として与えるように関わった．そうしたこと

に関与していた可能性が考えられる．筆者らは，

により，内省報告では，対象者は「身体が軽くな

高い強度の運動では運動中や運動後に不安の増加

った」，「運動ができるようになってきた」などと

が 見 ら れ る こ と9)18) を 懸 念 し た た め ， LSIP で

報告していた．これは，彼らが身体活動を行うな

は，対象者にとって「主観的に最適と感じる強

かで自身の身体や動作に対する知覚が望ましい方

度｣4) の身体活動を行わせた．このことが不安の

向へと変容し，さらに実際に自身が積極的に動け

低減に作用したと考えられる．しかしながら，運

ているというような生理的な反応の変化を経験し

動における望ましい強度やその種類，及び頻度に

たということが推察できる．これらにより，身体

関しては言及できていないので，今後の課題とし

的自己効力感の高揚を促進させたと考えられる．

て挙げられる．体重や BMI の減少という観点か

また，認知行動科学的な側面では，定期的な運動

ら基準を見出し，望ましいものとそうでないもの

習慣のあるものは自分が健康で体力に自信がある

との差異を検討することが求められる．そのなか

という意識をもちやすいことが明らかになってい

で，身体活動に対する適応能力や運動能力には性
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差，及び個人差があるので，対象者，さらには個

. ま

々人に対してプログラムを細分化し，編成する必
要があろう．

と

め

LSIP は精神病患者にとって心理的高揚を齎す

また，状態不安は，「いま」不安によってどの

可能性が示唆された．しかしながら，これは今後

ようになったのかという不安を問うものであ

如何様にも変容することが考えられるので，現在

る8)．つまり，状態不安は一過性の状態であるた

の状態を維持，あるいはさらなる高揚を求めるの

め，再び不安状態が高まる可能性も考えられる．

であれば，こうした習慣を継続することが不可欠

したがって，本研究では LSIP は状態不安を低減

であろう．これは，患者自身で制御できることに

させる可能性が示唆されたが，今後はその状態を

は限界があるので，筆者らがサポートすることが

維持し，更なる望ましい生活習慣を送るようなサ

必要である．

ポート，及び指導をしていく必要がある．
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