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糖尿病患者の冬季における運動療法実行への看護支援の重要性

小林綾子

新潟ﾘﾑ立耐‘大学
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要 旨

本研究のI I的は，降雪地域に擦らす卿求病患者の冬季の巡勁旅法実ifの程度と連助療法への

自己効ﾉJ感の罹度をlﾘlらかにし，降雪地域における冬季の運助旅法実行への行i;"支援について

検討することであった．

研究対象は，新潟ﾘi(A地域に在il韮ており,A地域の3施設の外来に辿院する2型糊尿病悠

者で，研究に|同l意・協ﾉJの得られた92人であった．運動療法実行の侭度は，身体活肋l,til･で測

定された歩散とMETs ･ ll，1§とした． i淵介は，同意の得られた対象二行に身体沽仙IIMl･をf渡し10

日|ﾊl装簡後，郷送で|皿l収した．測定されたデータのうち陵､|ら7日|H1の歩数の平均価を分析した．

METs ･時は, lljI生労側?iではJ1馴&価を7I=|間の合計で示しているため，本lII究においても7

日間の合計を災iil･した．巡助療法への自己効力感の程度は，身体活勁』,別･装汁後に巡肋セルフ

エフィカシー尺哩をI旧人してもらいl'11収した．

結果，身体活勁lit!ll･は92人に手漉し88人(96%)からlul収された．対象尚の性別は男性54

人（61％)，女性34人（39％）で年齢は平均63.7±9．5歳であった．雅敬とMETs ･時の平

均価±SDを分析した結果，歩数は4552±4199歩,METs ・時は29.4±24.6 (METs ・時）

であった． リ)性の歩放は4585±4944歩，女性の歩数は2909±1642歩であり， リ)性の､r均歩散

が女性よりイi恵に多かった(P<.01).リ)性のMETs ･時は27.6±25.() (MEI､s ・時),女性

のMETs ･時は32.5 24.2 (METs ･時）であり有意篭はみられなかった．巡助療法への自

己効力感について， ､ド均値±SDを分析した結果,20点満点'l', 13±4 (点）であった．

冬季のMErs ･ II#が, l!/生労働肯のJIWiより商値であったことは，巡助振法が実行できてい

たと評価すべき点であった． しかし,METs ・時の榊{(ill,,i兼に幅がみられたことから，悠背

佃々に，冬季の生活剛境や從剖から運動旅法の実行状況に違いがあることが推察された． また，

自己効ﾉJ感が111御璽であったことから，巡肋撫法が十分に実行できていても|と|己効ﾉJ感の上外

に結びつきにくいこともIﾘ|らかとなった．

以上より，降雪地域に作らすMIilｨ<病勉帝の冬季の運肋旅法において，外来での忠椅教育で衙

繼者に求められることは，生活活助を含めた連勤療法実行の状況を，怨行． n･i泌行が知ること．

そして，迎肋旅法典行の特徴や性別を考脳したIMI別教育を充実させていくこと．迎肋療法には

生活活動も含まれるという知識の提供および，その考え〃の定i'fにより，冬季でも巡助娠法が
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できるというI4l信を育てることが!1i要である．

キーワード：糖尿病，連動旅法，行謹，冬季

緒 言 活助埜が多いことで脳心血管合併症が抑制される

こともIﾘlらかであり 10)．医学的側面から身体活

"l,tを墹やすことは意義のあることといえる． こ

のように巡助療法には，泊療のために意|叉l的に行

われる運肋以外の運動，つまり，生活活肋を含め

るという迎動療法の捉え方も変化しつつある．

連動旅法実行の実態において， 2型柵脈病忠肴

の運動旅法の継続状況を評illiするために歩数を調

査したものは散見された7)11)12)が，降'1;地域に

搾らす糖尿病患者の冬季の連動療法への向己効力

感について明らかにした研究は, l刊内外の文献を

検索しても見当たらなかった． また，徳永ら’3）

は，生活活助を含めた身体活動は，性別により特

徴がみられることを明らかにしているものの，冬

季の生活活動を含めた身体活動の実態について

は，十分Iﾘlらかにされていなかった．

そこで，本研究では，棚尿病忠者の冬季の運動

旅法実行の程度を，歩数/Hと，生活活劾も含む身

体活動品を示すIIIIであるMETs ･時/[lについて

調査を行うとともに，冬季の運勁療法への自己効

力感の侭皮についても調査を行なった．調査期II:ll

の降水II!は8．3±3.1mm,枕'当量は90.1i

41.7cmであり，過去3年|H1と比べると降水並は

やや多いものの，彼雪並は過去3年間の2分の1

の城の年であり1.1)，比較的穣雪』,tが少ない年で

あった． この調査により得られた結果から，降雪

地域に悪らす糖Iｨ<病患者の冬季の連動疲法実行へ

の石護支榧について検討したので慨告する．

純尿病忠者にとって，迎動療法は，治旅の中で

も食事療法，薬物療法と雌び亜要な治旅である．

柵尿病忠背の巡助療法の継続には，感,li'iや自己効

ﾉj感を含めた心理mの把握が重要といわれており')，

自己効ﾉj感を高め助機づけを促すような支援は，

外来教育で70％の看池師が行っていることが,ﾘ，

らかとなっている2)．新潟県では，糖尿病患者の

涌誰にかかわる専門的な知識を持つ看湖liliといわ

れる， 日本械尿病療養指導士が156人，柵尿病満

批認定呑誕師が’1人，悩性疾忠行誰専li'l看湖lili

が2人おり3)4)， これらの看謹帥がリーダーシッ

プをとり，瓶棟．外来での他者佃々の状況に応じ

た看護が，心理社会的支援も含めて行われている

と推察される．

しかし, lalじ新潟県内の調査では,患者は, |維雪に

より療養行動が妨げられる苦痂を語っており5)，

加えて，冬季に血糊コントロールが悪化すること

もIﾘ'らかとなっている6)． また，他県においては，

冬季の歩数の低下が血棚コントロールの悪化をW{

く7）ことも明らかとなっている． これらのこと

から，降'野地域においては，冬季は, lil柵コン,、

ロールが悪化しやすく，冬季の巡勁療法実行には

|ｲ《l雌さを感じやすいため，外来での看池支援がよ

り亜要となると考える．

厚生労働省は, ｢雌康づくりのための身体活動基

準2013｣を策定し，生活活動及び運動を身体活肋

とし，身体活動全体を増やすことの意義について

示すとともに，生活習悩病を持つ尚の身体活動の

基準を決定した． これまで2型胤lil沢病忠帝の運肋

旅法は，治旅のために意lXl的に行われる巡動を巡

勁療法と捉える傾向にあったが，身体活肋岐（生

活活動及び運動）を墹加させることも柵代謝を改

諜するうえで有川8）であることも明らかとなっ

てきている9)． また，合併症予防の点から，身体

対象と方法

1 ．研究期間

2013年1月～2013年3月上旬であった

2．研究対象者

新潟県A地域に在住しており,A地域の3施設
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5．データ収集の方法

1）対象，商の選定方法

lijf究のﾊIil知について2012年1211から調査協力

柄院の外米にlilf究の趣旨と|ﾉ1容が|ﾘl記されたポス

ターを掲示した．施没の担当医あるいは，行謹帥

から対象行を紹介してもらい，診察後に，冊究者

が本研究の趣旨を文01およびI 1頭で説明し，研究

協ﾉﾉの依加を行った．

2）運動撫法実行の礎度についての実態調査の方法

対象者から|両l意が得られた後，その場で装肴位

瞳を’』}面と口頭で脱Iﾘ'し装汁してもらった．そし

て，使用方法．装if期lll1, lul収方法を説明した. 10

HlHl装許後，あらかじめ波しておいた封筒に入れ，

郵送で回収した．測定された1011 1111のデータの

うち後半7 11を分析データとし，対象行の瀞号と

対応させてデータを筏理した．後半7日|H1を分析

データとした理I'二lは，起床llからの測定データを

得るためと，対象者が装i'fに慨れたうえで過ごす

ことを加I味したためである．対象行には10I=IR1

のillll定データを数ll''iとグラフで示し， コメントを

添えた結果シートを希望により郵送または，直接

子波した．

3）連動療法へのI皇I己効ﾉﾉ感の穐庇についての調

査の〃法

研究協ﾉﾉに|両l意の得られた対象者に，身体活動

』IMl･装諦後に巡助セルフエフィカシー尺度のI可答

を依頼する．衝|H1紙はI皇l記式質|A1紙であり，記入

後その場で|回l収した．

4） ！淵査項'1

対象者の背蛾として洲介した項IIは，年齢、性

別, IIII尿ﾘi)jの樅病1UllⅡ1,枕災のｲl.無,3大合併症の

有無，糖jｨ<病の治旅法（食耶．巡肋療法のみ、食

4i ・逆肋・難物旅法）であった．巡助療法の実行

の侭度を爪す項'三lは，歩敢,MEI､s ・時とした．

歩行をどのｲ1I1度行っていたかその1噸向を災i;l･する

ため，歩放は，身体活助.l,till･で測定した7H間の

歩散の平均値とした．MET､s ・時は，厚生労働省

では基準lllliを7HIIIIの合iil･でフパしているため，本

研究のMETs ･時においても7H間の合計を集

計した．巡肋療法への自己効ﾉJ感の程度は，運動

セルフエフィカシー尺度の使川方法に従い点数を

の外来に辿院する2型IIII尿ｿ"忠尚で，研究に|司

意・協力の得られた92人を対象とした．柵尿病

を持ちながら冬季を過ごした経験のある人を対象

とするため糊尿榊樅病期|ﾊl2年以1子の者，認知症

でILIらの意思でlil意が|ｲ州｛な-ff,イミ成年の背は対

象荷に含めなかった．

3．用語の操作的定義

運動療法：身体活肋IIt (生活活助及び巡助）を

噌加させることが柵代謝を改.緋させるために有川

である (lll村ら, 2011)ことから，本研究では通

勤療法を身体活動（生活活励及び巡肋） と定義し

た．運動撫法の実行の礎度は，身体活動IIMl･で測

定される，歩数,METs ・時とした.MErs ･時

は，運動強度とそれを行った時llllから，生活活助

も含む身体活助litを示しているll''iである．

巡動旅法への''1己効ﾉJ感：迎助への意欲を測定

することをl l的とした|剛ら15)の|ﾙl発した運動セ

ルフエフィカシー尺度によりillll定されるもの．

‘1 ．研究の用具

身体活肋IIHI･は， カロリズム (Tanita)を使川

した． この身体活〃l,t31･は． 3軸加速度センサー

を搭救しており，歩数の測定をはじめ家'li肋作や

上肢の巡勁を含めたll浦生活における様々な活動

消Y?エネルギー』itを測定することが可能である．

また， ′迩池を含め23g,大きさは11.8×55X

29mmと小型であり， クリップで衣顛に留めて装

符するため簡便かつ対象荷への畑llも少ないと思

われた．本研究では，巡肋旅法の実行のfi渡を，

歩数,MErs ･時から測定するため， この2項｢l

を表示して使用した．

運動セルフエフィカシー1<庇は，岡ら 15)によ

り|＃1発されたもので，定lﾘl的に迎肋するILI幅を示

す尺度である． 5項'三lの'i'il川に1～5点のリッカ

ートスケールで1回1審するもので，項I=14は雌関項

目として設定されている．得点がil.jいほど連動セ

ルフエフィカシーが商いことを示している （妓高

20点)．偏細性，妥当性も検iiIIされており，尺度の

使IIIに関しては作成打より使川許可を符ている．
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項目1， 2， 3， 5の点激を合計した． 2）巡肋療法への|4ILL効力感のF,!度と歩散,M画､s・

時との札IIMI関係は, Pearsonの相|11係数を用

いて分析した．

データ分析は統ill･ソフトSPSSstatiSticsl9.0

を使川した．

分析方法

対象背の背踊を示す唄| |の年齢,性別,輔尿病

の椛病期間，就業のｲ『無， 3大合|脈症の有111(,

械尿ﾙ>jの治旅法（食リド ・迎肋旅法のみ，食

事・迎動・漿物療法),HbAlc (NGSP),BMI

の』IL本統簡|･を分析した． また，運助療法の実

行の程度を示す項目の歩散,MErs ･時の唯

本統汁を分析し，迎助療法への1隻I己効力感の

程度の基本統計･を分析した．

6．

1）

7．倫理的配慮

本研究は，析潟II↓立ｲ了泌大学の倫HI辮査委只会

で承認を得たうえで行った（承認番号： 012-21)．

加えて， フィールドとなる施設の院災・看謹部

艮・担当医からのlnl意と，施設の倫FI!委員会で承

表l 対象行の背景 (N=88)

項目

対象者 人数（％） 男性

女性

54 （61）

34 （39）

63.7±9.5平均年齢 （歳）

年齢 人数（％） 代
代
代
代
代

歳
歳
歳
歳
歳

０
０
０
０
０

４
５
６
７
８

8 （ 9）

21 （24）

36 （41）

17 （19）

6 （ 7）

糖尿病の罹病期間（年） 8.6±9．7

有
無

就業の有無人数（％） 44 （50）

44 （50）

3大合併症の有無

人数（％）

有
無

20 （23）

68 （77）

HbA1c (NGSP) (%)

（平均値±SD)

6.8±0.8

BMI (平均値±SD) 24.8±6. 1

食事・運動療法のみ

食事・運動・薬物療法

治療法 人数（％） 7 （ 7）

81 （93）
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し， 89人(Inl収率97%)からliil収された．脳梗

塞で左不全麻癖があり杖歩行もしくは車椅了・での

生活をしていた対象者を除外し88人（96％）を

分析対象とした．

対象者の性別は男性54人（61％)，女性34人

(39％）で対象者全体の年齢は平均63．7±9.5歳

であった．年齢の内訳は40歳代が8人（9％)，

50歳代21人（24％)， 60歳代36人（41％)， 70

歳代17人（19％)， 80歳代6人（7％）であっ

た．対象者全体の糖尿病罹病期|Alは平均8．6±9．7

年.職業のｲ丁雌は,fl.が44人(50%),無が44人

(50％）であった．合併症を有している者は20人

(23％)，雌が68人（77％)． HbAlc (NGSP)は

平均6．8±0．8％・ BMIは平均24.8±6.1. WIII尿病

流療については，食'|ド ・運動旅法のみが7人

(7％)，食蛎・運動・薬物療法(Iﾉ1服・インスリ

ン）が81人（93％）であった（表l).

認を得た．

対象者に，研究の目的と方法，参加は自lll意思

であること，途中で協力を拒否しても不利益は受

けないこと，個人は特定されずプライバシーは保

謹されること，診療録から必要な'|ili報（年齢・性

別・就業の有無・糖尿病罹病期|冊l ・住所・合併症

の有無･ BMI ･HbAlc)を閲覧することについ

て文書と口頭で説明した． また，縛られたデータ

や↑＃報は研究以外には使川しないこと，結果の公

表の際には，匿名性を守ること，研究協力による

不安や精神的負担が強い場合はいつでも中断でき

ること， また，中|祈したことにより診察や受ける

荷謹には一切影響はないこと，研究に協力するこ

とによる有益性とリスクについても文書と口頭で

説明し，署名を得た．

結 果

2．運動療法実行の程度と性別との関係

運動旅法実行の程皮を示す歩数とMErs ・時

の平均値±SDを分析した結果，歩数は4,552=t

1 ．対象者の背景

研究協力はA地域の3施設に依頼し3施設か

ら協力が得られた．身体活動斌計は92人に手渡

表2迎肋療法のﾘさ行の程度 (N=88)

女性男性全体項目

＊＊

-

5585±4944 2909±1642

歩数（歩）

（平均値±SD) 4552±4199

METs・時

（平均値±SD) 32.5±24.227.6±25.029.4±24.6

P<.05 ．" P<.01

表3迦肋旅法への、己効力感の渦1度 (N=88)

女性男性全体項目

運動療法への自己効力感の程度（点）

（平均値±SD)
11±414±413±4
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4,199歩,METs ･ llfは29.4±24.6(METs ・時）

であった． リ)性の歩散は4,585±4,944歩，女性の

歩散は2,909±1,642歩であり， リ)性の平均歩数

が女性より催位に多かった (P<､01). 9)性の

MEI､s ･時は27．6±25.0 (METs ・ llf),女j|'|;の

MErs ･ llｷは32.5±24.2 (METs ･時）であり

ｲl.意差はみられなかった（表2).

している．今IIIIの結果では対象者は平均29.4

24.6 (METs ・ llf)であり, liul lH1に10 (MET

s ・時）の約3倍となっており, 18歳から64"

の孵催値である23 (MEI､s ・時）をも上Imlる値

であった．家ﾘ肋作や生活活助のI1'での移動助作

などのl l附的な活助もlil棚コントロールに有効で

あることがIﾘlらかとなっていること9)から，冬

季のMErs ・時が「仙服づくりのための身体活

肋埜準2013｣17)を上l''lっていたことは，運動旅法

が実行できていたと評価すべき点である．

しかし,METs ･時の標準偏差にI限がみられた

ことから，械極的に生活活肋を行なっていた人と，

そうではなかった人とのlNlに差があったと考えら

れた.METs ･ ll*の少ない人に対して，看謹者は，

METs ･ llと歩散はN1IMIすることや， インスリン

感受性の改}!＃庇はl llの平均歩数と相関すること

'8)から，生活活肋全体をjWやすことと，生活活肋

の!''に，歩けを意識的に組み込んでいけるよう支

援することが必喫である．迎勁旅法は，脳心lil"

合併症をllllilillするといわれている1())が，過庇な

活助は， |悩心ll";陳'謀への危険があることや幣形

外科的障'苫を|､ドいやすい17).METs .時の多す

ぎる人に対して，行渕背は， まず勉背の生活活動

のlitや内容について知る必要がある．そして， ど

うしても過度な活助をしなければならない場合

は，活動に|､ドう厄|;仇について，忠背に十分↑I!;報提

供し，理解を促すことが'n喪である．そのうえで，

行識者は，忠者が, lm圧ll''iなどの変化に気付･ける

ように， また，幣形外科的陳'謀を予防できるよう

に支援する必喚がある．加えて，行識者は，過度

な活動に合わせた食!'fの了[ﾉとや薬物療法の調轆に

ついて医師に検討を促すなど佃別に対応する必要

がある．

、|え成24年度111災仙M《 ・栄薩調代の結果16)で

は， 1日の平均歩数は， '丹性平均7,233歩，女性平

均6,437歩であった．今|皿|の結果では，対象者の1

11の平均歩散は4,552±4,199歩であり, IEI民健

康・栄養調在の結果に比べ少ない傾向であった．

また，男性5,585±4,944歩，女性2,909±1,642

歩であり，女性の力がり)性より優位に少ないこと

もIﾘlらかとなった． 日常生活の家､l‘活動埜を調査

3．運動療法への自己効力感の程度と歩数，

NIETs・時との関係

巡動療法への|'l己効ﾉJ感の椴度について．平均

IIK±SDを分析した結果, 20点満点'l' , 13±4

(点）であった（表3)．

考 察

1 ．対象者の背景の特徴

械尿病他背の年齢別の削合'6）は60代， 7()代

と高齢になるにつれll'i尿病悠者がjWえているが，

本{iﾙ究の対象者は60歳代が雌も多く, 70歳代，

80歳代になるとそのillll合は減少するという対象

者の構成であり違いがみられた．対象者を選定す

る段階で，泌知症の背, pli症合併症で迎動療法が

すすめられない者，歩けが'二I立していない背を除

外した．そのため，合併症があっても巡動制限が

ない,ADLが口立した対象者の雌|､ilとなったと推

察された．

対象者のllil糖コントロールの状況については，

HbAlcの､Iz均価が，合併症1う防のための'三1棟値で

ある7．0％に近い価でコン|､ロールされており，

合併症を持つ背が全体の23％であったことから，

治療法により過去1～2かI1は比較的良好にコン

トロールされていた雌|､llであったと考えられた．

2．冬季の運動療法実行の程度

METs ・時は身体油jﾘﾉの強さとその活動時|Al

を示すことから日術生活助作を含む身体活勤を示

している．厚生労働fﾙﾘの「他碓づくりのための身

体活動基準2013｣17)では， 65歳以上の人，および

生活習慣病を持つ人は1週|Ⅲlに10 (MEI､s ･時),

18歳から64歳では23 (METs ・時） を基準と
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た． これまでは，巡勁療法脂導として， 1日の歩数

を運動旅法の指標として忠肯に脱Iﾘlする傾向にあ

ったため，巡助旅法を「歩くこと」と認識してい

る忠者も多いのではないかと推察される．運助旅

法を「歩くこと」と1遡識している忠荷は,MET

s ・時が』i卯を上|回lっていても「できている」気

持ちを持ちにくいとみえる．今後は，忠者が巡肋

療法をどう捉えているかIﾘlらかにし忠荷の認識に

合わせた巡助療法にIMIする知識の提供が重要にな

ると考える．

した報i'i '9)によると，女性のl｣術生活の家且|#活

動蚊は，総活動』itの70%を,liめていたという結

果が側られている．本結果では女性はｿ)性より1

日の平均歩数が少ない反liii,MEI､s ・時は女性

(35.2±27.3）のかがり)性（33.3±47.9）よりや

や多かった． このことから, lif'4i地域の冬季にお

いては，女性は'1州ﾉ'2活の'1'で家1{活肋を!|!心に

行っており，そのために歩if巡肋が少なかったの

ではないかと推察された．脳水ら'3)のliH究でも，

2型柵尿病患者において，性別により身体活肋最

が異なることをlﾘlらかにしている． これらのこと

から，降雪地域の冬季においては，性別を考慮し

た巡助療法支援が必要と示|唆された．

糖尿病患者において活動l,tをモニタリングする

ことは，身体活助の継続につながることが示唆さ

れている'3)．本研究でも，対象門が運動旅法の実

行の秘度を，身体活肋趾ill･を川いてモニタリング

したことにより,METs ･ ll＃が，厚生労働肯が提

IIHする唯準仙を上l['|ったTII能性が琴えられた．

4．冬季の運動療法実行へ向けた外来での看護

支援

糖尿病耐雌認定行識帥や慢性疾忠行謹専門衙謹

師が活離している状況の'|!で，外来での個別教育

が充実しつつあると推察されるが，奥井ら22)の

i淵査によると，災卜n"ff後のil伽別介入や骨謹外来

で継統的なIIAI別支援の災施率は50～60%台で実

施されてはいるものの, IIM別教育は今だ不十分な

状況であると報告されている．本結果から，冬季

の運動旅法において心門の'だ施状況に柵がみられ

たことから，忠行佃々に，冬季の生活環境や役削

から運動旅法の実行状況に述いがあることが推察

された．生活瑚境や役削から惟察される運動旅法

としては，降雪地域特｛1.の除雪・排'4;作業があげ

られる．行泌者は，忠肯のi趾かれている生活環境

や役割，生活活動も含めた巡肋療法の実施状況を

知り，過庇な活動に伴う低lil糖やlilll2の変動によ

る危険および，悠形外科的陣害を忠者自身が予防

できるよう冬季の生活に合わせた佃別教育をより

充実させていく必要があると考える．

冬季の巡肋療法においては, I'l己効力感も低く

運動療法のﾘさ行につながりにくいのではないかと

予測していたが, [l己効ﾉj感が! |!椛喚であったこ

とは評illiすべき点であった. 11'il求病忠行への心III!

社会的支援として，助機づけと行助変容への働き

かけは，外来教育で7()％の行識帥が行っている

2）ことがIﾘlらかとなっていることから，本研究の

対象者も白L』効力感を低下させないような外来支

援が行われていたものと推察された．

しかし， このようにiifilliできる点がある一方で，

3．冬季の運動療法への自己効力感の程度

自己効力感とは，人がある結果を生み出す時に

必要な行勤をどの程度できるかという偏念で，自

己効ﾉJ感が商いとその行助をとる可能性が商いと

いうものである20)．本結果では, ILIL動ﾉﾉ感の程

度は， 20点満点III, 13±4点でII1程度の自己効力

感を持つ集Mであった．柵|ポ揃忠者においては，

できないという思いは，旅jを行肋の逸脱を招くこ

とがある21）といわれていることから，ある療養

行動ができるという気持ちをもって取り組むこと

は療槌行動を継統するためには順甥である．融雪

時に巡勅療法の1'}開にlｲ1雌をきたす忠者も実|環に

いる!|!で，冬季に自己効力感を'l'程度持っていた

ことは，融雪時の巡動療法の継続につながる可能

性も推察され，良い結采であったと考える．

本結果では，巡肋療法火行，特にMETs ･時が

厚生労働省の生活洲悩病を持つ肯は, 10METs ･

時/週というji"&を31i,fもl:ll]|る高値であったこ

とに対して, I'ILL効力感がIIIW11度であったことは，

運動療法を実行していても，自己効ﾉJ感の向上に

結びついていない現状があることもIﾘlらかとなっ



新潟咲学会雛誌第130巻第2号平成28年(2016) 2j~l130

先にも述べたように，連動療法実行，特にMET

s ・時が厚生労働肯の生活習悩病を持つ者は, 10

METs ･時/週という）,を準を3傭も上l''lる商仙で

あったことに対して， ｜割己効力感がII'程度であっ

たことは，運動旅法が実行できていても，自己効

ﾉJ感の向上とは結びついていない現状があること

もIﾘlらかとなった．行謹者は，外来での患者教育

の''1で，連動療法には生活活動も含まれるという

知縦の提供およびその考え方の定ifにより，冬季

でも運動療法ができるという自偏を育てることが

砿要である．

となった．

3．降雪地域の冬季の歩数は男性が女性より有意

に多かった．MEI､s ・時は性別による有意な

差はみられなかったが，女性がり)性より多い

lui向がみられた．

4．冬季の運動旅法への自己効力感は'l!程度であ

った．

以上のことより，降雪地域に怒らす2型柵尿病

他背の冬季の巡助旅法において，外来での他者教

fiのII!で看護帝に求められることは，歩行や日常

生活活動を含めた巡助療法のモニタリングによ

り，忠肯と看池背が巡動療法の実行の状況を知る

こと．そして，冬季の患者の生活環境や役別から

生じる連動療法突けの特徴や性別を巷1世した個別

教育を充実させていくこと． さらに，巡助療法に

は生活活動も含まれるという知識の提供及びその

考え方の定着により，冬季でも連動疲法ができる

という自信を育てることが亜要である．

5．研究の限界と今後の課題

本研究の結果は， 1地域の合併症があっても巡

助療法が可能な,ADLの自立した2型械尿病忠者

から得られたものであり，かつ，冬季の7111H1の

調侮結果であったため，一般化するには限界があ

る． このような限界はあるが，降‘｣;地域で謀らす

2型ll'i尿病忠者の冬季の運動旅法として歩数と

METs ・時の2つの視点からその実行の懸度や，

その実行の程度は，忠背によって聯があることを

Iﾘlらかにした点．巡肋療法へのIfi己効力感の程度

を|ﾘlらかにし，降雪地域における冬季の巡勤旅法

支援において看泌の,il!題を明確にした点では，恵

投深い研究であったと考える．

今後の課題は，冬季の調査を亜ねていくととも

に，年|H1を通して迎肋旅法の実行の懸度や巡助療

法へのIfl己効力感のI!度を調査していくこと，お

よび本結果を基に，外来での忠背教ffにつなげて

いくことが課題である．
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