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Abstract

Objective：The aim of this study was to examine the effect of change in social support on weight loss during the 
weight-loss intervention.
Methods：A total of 54 women （51 ± 7 years） with body mass index of 23 kg/ ㎡ or over who were encouraged 
to lose weight or wished to lose weight took part in our 12-week weight-loss intervention using the SMART diet 
program. The participants were divided into 2 groups （10% or more weight loss group, S group, n = 22; less than 
10% weight loss group, F group, n = 32） after the intervention. Body weight, social support for daily living and for 
weight-loss-related behavior were measured before and after the 12-week intervention.
Results：Weight decreased significantly during the intervention （mean ± standard deviation （SD）: S group: 66.4 
± 6.6 to 58.0 ± 6.0 kg , and F group: 67.4 ± 9.5 to 62.5 ± 9.2 kg ; P < 0.01）. Social support from friends for daily 
living increased significantly during the intervention in S group （median ［interquartile range （IQR）］: 27.5 ［24.0-
34.5］ to 31.5［28.0-36.0］; P = 0.011）. Social support from staff of the weight-loss program increased significantly 

（median ［IQR］: S group: 10［8.3-15.0］ to 13［9.0-15.0］, and F group: 12［9.0-14.8］ to 15［12.0-15.0］; P < 0.05） in both 
groups. The binomial logistic regression analysis performed with the successful of weight loss （-10%） showed that 
the successful of weight loss was significantly associated with high social support from friends and low social support 
from family.
Conclusion：Strengthening social support from friends may be more effective for successful weight loss.
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集団型減量教室への参加に伴う社会的支援状況の変化が減量効
果に及ぼす影響～教室参加者と援助者の関係性に着目して～
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Ｉ．緒言
　これまで，研究機関によって特色ある減量支援プログ
ラムが開発され，それらを基にした減量教室が開催され
ることで，より効率的・効果的な減量支援に関する知見
は数多く蓄積されてきた１，２）．
　減量教室の減量効果に影響を及ぼす要因の一つとし
て，教室の教育条件（講義形式（集団型や個別型），週当
たりの講義頻度，教室の開催期間など）が挙げられる．
週当たりの講義頻度を増やす，開催期間を延長するなど
教育条件を充実させることで，より大きな減量効果が得
られると報告されている３）．一方で，教育条件を充実さ
せたとしても，ある一定以上の効果は得られない例も指
摘されていることから４），教育条件以外にも減量効果に
影響を及ぼす要因が存在すると考えられる．Christakis 
and Fowler５）によると，肥満は社会的ネットワーク（家
族，友人など）を通じて伝播することが示唆されている．
また，社会的ネットワークを通じて質の高い援助（家
族や友人からの強い援助）を受けている者ほど体格指数

（body mass index: BMI）が良好で，心血管疾患リスク
が低いことが報告されている６）．以上より，教室参加者
の社会的なネットワークを利用し，参加者に対する援助
の質を高めれば，より効率的・効果的な減量支援に貢献
するものと期待できる．
　Wing et al. ７）は，単独（一人）で減量教室に申込・参
加した群と複数名の友人とともに申込・参加した群の体
重減少量を比較した結果，友人とともに参加した群は単
独で参加した群に比べ，体重減少量が大きかったことか
ら，社会的な援助を受けると減量効果が大きくなると示
唆している．ただし，同じ減量教室に参加しても，友人
の援助を受けた者は家族の援助を受けた者に比べ，減量
効果が大きいと報告されていることから８），教室参加者
と援助者の関係性によって減量効果にも異なる影響が生
じると考えられる．
　家族や友人らをはじめとする周囲の者による社会的な
援助は社会的支援（ソーシャル・サポート）とも言い表さ
れ，「個人を取り巻く重要な他者からの有形・無形の援助」
と定義されている９）．減量教室の参加者にとっては家族
や友人のみならず，減量教室の支援者（スタッフ）から
の援助も重要であろう．これまで家族や友人による援助
の有無が減量効果に及ぼす影響やそれらの関連性を明ら
かにした知見は蓄積されつつあるものの６，10-12），減量教
室への参加を通じ，家族，友人，減量教室のスタッフの
うち，誰からの援助が減量により効果的であるかについ
ては十分に検討されていない．
　そこで本研究は，より効率的・効果的な減量支援プロ
グラムを立案するための知見を得るために，集団型減量

教室を開催し，教室前後の体重変化と社会的支援状況の
変化を減量教室参加者との関係性（家族，友人，減量教
室のスタッフ）ごとに後ろ向きに検討することで，教室
期間中の社会的支援状況の変化が減量効果に及ぼす影響
を詳細に明らかにすることを目的とした．

Ⅱ．方法
Ａ．対象者および群分け
　対象者は，体格指数（body mass index: BMI）が23 
kg/㎡以上であり，健康診断や医師の判断によって減量
することが望ましいと判断された者および自身の意思に
よって減量を希望した者で，2016年２月から４月にか
けて筑波大学で開催された減量教室に参加し，教室終
了後の測定に参加した35～64歳の成人女性54名（51 ± 
７歳）とした．
　本研究では，減量教室前から教室後にかけての社会的
支援状況の変化が減量効果に及ぼす影響を明らかにする
ため，対象者を減量教室前から終了後にかけての体重変
化率を基に２群に分けた．過体重／肥満者は10%以上
の減量達成により心血管疾患リスクが軽減すると報告さ
れている13）．したがって，本研究では減量教室前後の体
重減少率が10%以上の者を達成群（22名），10%未満の
者を未達成群（32名）とした．
　すべての対象者には教室参加に先立ち，本活動の目的
と教室の内容について説明し，書面にて本活動の参加の
同意を得た．なお，本研究は，筑波大学体育系研究倫理
委員会の承認を得ておこなった（承認日：平成28年１月
５日．課題番号：体27-82）．

Ｂ．減量教室の内容
　減量教室は，筑波大学への通所・講義型とした．対象
者は，１回90分の教室に最大で12回参加した．教室は
毎週水曜日と金曜日の19時から20時30分に開催し，対
象者個人の予定に合わせて，毎週どちらか１日に参加す
るよう促した．教授内容は，これまでに３ヵ月間で７～
８％以上の減量を達成しているプログラムとした14）．食
生活の改善を目的として四群点数法15）を用い，栄養素・
エネルギー摂取状況を把握した．四群点数法は，食品に
含まれる主な栄養素によって食品を４つの群（１群：卵・
乳製品，２群：肉類・魚介類・豆製品，３群：野菜類・イモ類・
海藻類・果実類，４群：穀類・油脂類・砂糖などの調味料・
嗜好品）に分類し，80 kcalを１点としてエネルギーおよ
び栄養素摂取量を計算する方法である．本研究では，１
食400 kcal，１日1,200 kcalを目標とし，栄養素の過不
足がなくなるような食事をするよう指導した．とくに，
脂質と糖質の摂取を適量に留めることとたんぱく質やビ
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タミン，ミネラルが不足することのないよう留意した．
参加者には食品の重量を計り，毎食の食事内容をできる
限り詳細に食事日記へ記録するよう求めた．通常の講義
に加えて，教室参加者全員が記録する食事日記へのアド
バイス（コメント記入）をおこなった．食生活の改善に
加えて，上肢，下肢のストレッチや自体重を利用した筋
力トレーニングなどの運動も紹介した．

Ｃ．測定・評価項目
１．年齢と身体的特徴
　年齢は，生年月日を自己申告してもらうことで，減量
教室開始前の測定時点での満年齢を算出した．身長は身
長計（YG200，ヤガミ社製）を用い，0.1 ㎝単位で測定
した．体重，体脂肪率は体組成計（InBody 770，InBody
社製）を用い，それぞれ0.01 kg単位，0.1%単位で測定
した．腹囲（へそ位）は非伸縮性のメジャーを用い，0.1 
cm単位で測定した．これらは教室開始前と終了直後に
測定した．BMIは体重（kg）を身長（m）の二乗で除すこ
とで算出した．

２．社会的支援状況（ソーシャル・サポート）
　対象者の社会的支援状況（ソーシャル・サポート）を調
査するにあたり，日常生活に関するソーシャル・サポー
トについては堤ら16）が作成した質問紙を用いて評価し
た．減量行動に関するソーシャル・サポートについては，
先行研究17）に加え，著者らの現場での指導経験を基に
質問紙を作成し，評価した．これらは，教室開始前と終
了直後に評価した．
　堤ら16）が作成した質問紙は，配偶者や家族，友人か
ら提供される援助度を得点化したものであり，得点が高
いほど日常生活への援助度が高いことを示している．減
量教室期間中は，教室参加者同士の交流が減量効果に影
響を及ぼすことが予想されるため，本研究で用いた日常
生活に関するソーシャル・サポート質問紙において，友
人の項目には，本減量教室の参加者を含めるよう指示
した．さらに，減量教室の支援者（スタッフ）が食事日
記のチェックをおこなっていたため，減量教室のスタッ
フからのサポートも質問紙に加えた．本研究では，対象
者に未婚の者（達成群：６名，27 .3%；未達成群：４名，
12 .5%）が含まれていたことから，配偶者を除いた３者
の要素（家族，友人，減量教室のスタッフ）についてそ
れぞれ評価した．10項目の質問（「あなたに何か困った
ことがあって，自分の力ではどうしようもないとき，助
けてくれる」「物事をいろいろよく話し合って，一緒にと
りくんでゆける」「あなたが経済的に困っているときに，
頼りになる」「あなたが病気で寝込んだときに，身の回り

の世話をしてくれる」「引っ越しをしなければならなくな
ったときに，手伝ってくれる」「家事をやったり，手伝っ
たりしてくれる」「気持ちが通じ合う」「あなたの喜びを我
がことにように喜んでくれる」「お互いの考えや将来のこ
となどを話し合うことができる」「家族（もしくは友人，
減量教室のスタッフ）がいるので孤独ではないと思う」）
について，「非常にそう思う」から「まったくそうは思わ
ない」までの４件法（１～４点）で尋ね，これらの得点の
合計（１～40点）を３者別に算出することで，日常生活
に関するソーシャル・サポート得点とした．
　先行研究17）では，健康行動に関する家族，友人から
の援助の有無を得点化した質問紙を用いており，得点が
高いほど健康行動に関する援助度が高いことを示してい
る．本研究で用いた減量行動に関するソーシャル・サポ
ート質問紙では，日常生活に関するソーシャル・サポー
ト質問紙と同様に，減量教室のスタッフも加えた３者の
要素（家族，友人，減量教室のスタッフ）についてそれ
ぞれ評価した．先行研究17）では，援助してくれる者の有
無のみを尋ねていたが，本研究では，減量行動に対する
援助度合いを詳細に調査するため，３項目の質問（「つら
いときや悲しいときに精神的に支えてくれる」「あなたの
食生活に対する助言や心配をしてくれる」「減量に関する
情報を与えてくれる」）について，「とてもそう思う」か
ら「全くそうは思わない」までの６件法（０～５点）で尋
ね，これらの合計得点（０~15点）を３者別に算出する
ことで，減量行動に関するソーシャル・サポート得点と
した．

３．統計解析
　身体的特徴は平均値 ± 標準偏差で，日常生活および
減量行動に関するソーシャル・サポート得点は，中央値

［四分位範囲］で示した．身体的特徴の各測定項目につ
いて，減量教室前後の同一群内の比較には対応のあるt
検定を，達成群と未達成群の比較には対応のないt検定
を用いて検討した．日常生活および減量行動に関するソ
ーシャル・サポート得点について，減量教室前後の同一
群内の比較にはWilcoxonの符号順位検定を，達成群と
未達成群の比較にはMann- WhiteneyのU検定を用いて
検討した．減量の達成，未達成を従属変数とし，ソー
シャル・サポート得点との関連を二項ロジスティック回
帰分析にて検討した．調整変数は，教室前の年齢，BMI
とした．すべての統計処理には統計解析ソフトIBM 
SPSS Statistics Version 21を用い，統計学的有意水準は
５％未満（P < 0 .05）に設定した．
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Ⅲ．結果
Ａ．身体的特徴の変化
　両群の身体的特徴の変化は表１に示した．減量教室前
および終了後の身体的特徴の各項目について，教室前の
時点で有意な群間差は認められなかったが，教室終了後
の時点で体重，BMI，腹囲（へそ位）に有意な群間差が
認められた．達成群と未達成群の両群とも教室前から終
了後にかけて，体重（達成群：-8 .4 ± 1 .3 kg，未達成群：
-4 .9 ± 1 .6 kg），BMI（達成群：-3 .3 ± 0 .5 kg/㎡，未
達成群：-2 .0 ± 0 .6 kg/㎡），体脂肪率（達成群：-6 .1 
± 1 .3%，未達成群：-4 .0 ± 1 .7%），腹囲（へそ位）（達
成群：-8 .0 ± 3 .2 cm，未達成群：-5 .2 ± 2 .2 ㎝）が有
意に減少した．

Ｂ． 社会的支援状況（ソーシャル・サポート得点）
の変化

　両群の日常生活および減量行動に関するソーシャル・
サポート得点の変化は表２に示した．日常生活に関する
ソーシャル・サポート得点について，教室前後の得点に
有意な群間差は認められなかった．教室前から終了後に
かけて，達成群のみ，友人からのソーシャル・サポート
得点が有意に増加した．減量行動に関するソーシャル・
サポート得点について，教室前後の得点に有意な群間差
は認められなかった．教室前から終了後にかけて，両群
とも減量教室のスタッフからのソーシャル・サポート得
点が有意に増加した．

P a

51 ± 8 52 ± 7 0.788

cm 158.8 ± 4.4 157.6 ± 6.5 0.424

66.4 ± 6.6 67.4 ± 9.5 0.683

58.0 ± 6.0b 62.5 ± 9.2b 0.049

26.3 ± 2.4 27.1 ± 3.0 0.313

23.0 ± 2.2b 25.1 ± 2.9b 0.005

38.0 ± 4.2 38.3 ± 51.4 0.831

31.9 ± 4.7b 34.3 ± 5.7b 0.108

90.1 ± 60.8 92.4 ± 8.1 0.264

82.1 ± 4.7b 87.2 ± 8.5b 0.025
±

a t P  < 0.05
b t P  < 0.05

1
22 32

kg

%

cm

BMI, kg/m2

表１　両群の身体的特徴の変化

2

37.0 [31.5 - 40.0] 23 40 38.0 [33.3 - 40.0] 18 40 0.792

38.0 [32.8 - 40.0] 27 40 39.0 [35.0 - 40.0] 26 40 0.839

27.5 [24.0 - 34.5] 22 40 30.5 [25.0 - 35.0] 10 40 0.628

31.5 [28.0 - 36.0]b 23 40 29.5 [25.3 - 35.8] 17 40 0.230

24.0 [19.8 - 25.3] 10 31 23.0 [18.3 - 28.0] 10 40 0.525

25.0 [20.8 - 27.0] 10 29 22.5 [19.0 - 31.0] 13 38 1.000

7.5 [5.8 - 9.0] 3 15 10.0 [6.0 - 11.8] 0 15 0.063

7.0 [3.8 - 11.3] 1 15 9.0 [5.3 - 12.8] 2 15 0.411

9.0 [4.5 - 10.3] 2 15 9.0 [5.0 - 12.0] 0 15 0.762

8.5 [5.5 - 12.0] 0 15 9.0 [3.3 - 12.0] 0 15 0.831

10.0 [8.3 - 15.0] 3 15 12.0 [9.0 - 14.8] 0 15 0.468

13.0 [9.0 - 15.0]b 6 15 15.0 [12.0 - 15.0]b 6 15 0.199
a Mann- Whitney U
b Wilcoxon P  < 0.05

P a

 [ ]  [ ]
22 32

表２　両群の日常生活および減量行動に関するソーシャル・サポート得点の変化
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Ｃ． 減量達成と日常生活および減量行動に関する
ソーシャル・サポート得点の関連

　減量の達成，未達成を従属変数とし，日常生活および
減量行動に関するソーシャル・サポート得点との関連を
二項ロジスティック回帰分析にて検討した結果は表３に
示した．日常生活に関するソーシャル・サポート得点に
ついて，教室後における友人からのソーシャル・サポー
ト得点が高いことと減量達成に有意な関連が認められた．
減量行動に関するソーシャル・サポート得点について，
教室前における家族からのソーシャル・サポート得点が
低いことや教室後の友人からのソーシャル・サポート得
点が高いことと減量達成に有意な関連が認められた．

Ⅳ．考察
　本研究は，減量教室前から終了後にかけての体重変
化率によって対象者を２群（達成群，未達成群）に分け，
減量教室期間中の社会的支援状況の変化が減量効果に及
ぼす影響を教室参加者と援助者の関係性ごとに検討し
た．その結果，教室前の時点で身体的特徴の各項目に有
意な群間差は認められなかったものの，達成群，未達成
群の両群とも，教室前後に体重，BMI，体脂肪率，腹囲

（へそ位）が有意に減少し，教室後の体重，BMI，腹囲（へ
そ位）に有意な群間差が認められた．日常生活に関する
ソーシャル・サポート得点の変化について，達成群のみ，
教室前後に友人からのソーシャル・サポート得点が有意
に増加した．減量行動に関するソーシャル・サポート得
点の変化について，両群とも教室前後に減量教室のスタ
ッフからのソーシャル・サポート得点が有意に増加した．
減量の達成，未達成を従属変数とし，日常生活および減
量行動に関するソーシャル・サポート得点との関連を二
項ロジスティック回帰分析にて検討した結果，日常生活

に関するソーシャル・サポート得点について，教室後に
おける友人からのソーシャル・サポート得点が高いこと
と減量達成に有意な関連が認められた．減量行動に関す
るソーシャル・サポート得点について，教室前における
家族からのソーシャル・サポート得点が低いことや教室
後における友人からのソーシャル・サポート得点が高い
ことと減量達成に有意な関連が認められた．
　家族からのソーシャル・サポート得点の変化について，
両群とも日常生活および減量行動に関するソーシャル・
サポート得点に有意な変化や群間差は認められなかっ
た．教室前において，減量行動に関する家族からのソー
シャル・サポート得点が低いことと減量達成に有意な関
連が認められた．内閣府18）によると，婚姻の有無に関わ
らずパートナーと共に暮らしている者の約８割は，女性
が食事の支度を担当している．このため，本研究の対象
者も家族内で食事の支度を担当していた可能性は十分に
高いと考えられる．先行研究によれば，自分で食事の支
度をしている女性は，野菜を摂るなどの健康行動を起こ
す頻度が高い17）．このことから，家族内で食事の支度を
担当していれば，自ら食生活の改善に取り組みやすいと
推察される．したがって，教室開始当初より家族から自
立（自律）し，主体的に食生活の改善に取り組む姿勢を
持っている者ほど減量を達成しやすいのかもしれない．
　友人からのソーシャル・サポート得点の変化について，
達成群のみ日常生活に関するソーシャル・サポート得点
が増加した．教室後において，日常生活および減量行
動に関する友人からのソーシャル・サポート得点が高い
ことと減量達成に有意な関連が認められた．久保田ら８）

は，３人一組で参加することを条件とした減量教室を開
催したところ，家族同士に比べ友人同士で参加したグル
ープの体重減少量が大きかったと報告している．本研究

3

0.931 0.685 - 1.265 0.646
0.886 0.608 - 1.292 0.530
0.813 0.641 - 1.030 0.087
1.568 1.110 - 2.215 0.011
1.053 0.864 - 1.284 0.610
0.886 0.716 - 1.097 0.267

0.541 0.315 - 0.928 0.026
0.691 0.468 - 1.021 0.063
1.463 0.850 - 2.520 0.170
1.676 1.043 - 2.694 0.033
0.733 0.496 - 1.084 0.120
0.905 0.630 - 1.299 0.587

1 0
BMI

95%
P

表３　減量の達成，未達成を従属変数とした二項ロジスティック回帰分析の結果
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において，達成群では減量教室の前後で日常生活に関す
る友人からのソーシャル・サポート得点が増加しただけ
でなく，教室後における日常生活および減量行動に関す
る友人からのソーシャル・サポート得点が高いことと減
量達成に有意な関連が認められたことから，先行研究と
同様，友人からのソーシャル・サポートを強化すること
でより大きな減量効果を導く可能性が示唆された．さら
に，女性は男性に比べ，減量支援プログラムへの参加を
通じて，新たな人間関係を構築し，ソーシャル・サポー
トを得やすいことが報告されている19）．本研究において
も，減量教室の参加者同士が交流し，良好な友人関係を
築いていた可能性は十分に高いと考えられる．したがっ
て，教室内で良好な友人関係を築き，援助を受けること
が減量に対するモティベーションを強化し，減量達成に
つながるのかもしれない．
　減量教室のスタッフからのソーシャル・サポート得点
の変化について，両群とも日常生活に関するソーシャ
ル・サポート得点に有意な変化は認められなかったもの
の，減量行動に関するソーシャル・サポート得点が有意
に増加した．大須賀ら20）は，高齢者を対象とした運動
教室を開催し，教室に夫婦で参加した群と単独で参加し
た群の運動実践率やソーシャル・サポートの変化につい
て比較している．その結果，夫婦参加群，単独参加群と
もに，教室前後で運動指導者からのソーシャル・サポー
トが高まったと報告している．その要因として，運動教
室中に運動指導者が参加者に対し，励ましや動機づけを
おこなったことを挙げている．本研究では，減量教室の
スタッフは対象者の食事日記を毎週チェックし，栄養素
の過不足がなくなるようなアドバイスや対象者の日々の
取り組みに対する称賛，励ましをおこなっていた．本研
究と先行研究では対象者やプログラム内容に違いがある
ものの，教室を通じた減量教室のスタッフと対象者の関
わりが対象者の減量行動に影響したと推察される．
　減量教室の前後で，両群とも減量行動に関する減量教
室のスタッフからのソーシャル・サポート得点が増加し
た一方で，達成群のみ日常生活に関する友人からのソー
シャル・サポート得点が増加した．さらに，日常生活お
よび減量行動に関するソーシャル・サポート得点につい
て，教室後における友人からのソーシャル・サポート得
点が高いこと，減量行動に関するソーシャル・サポート
得点について，教室前における家族からのソーシャル・
サポート得点が低いことと減量達成に有意な関連が認め
られた．したがって，より大きな減量効果を得るために
は，減量場面だけでなく，日常生活場面においてもサポ
ートしてくれる家族以外の者の存在が重要かもしれない．
　吉村ら21）は，集団型支援と個別型支援の減量支援に

関するメタアナリシスの結果，集団型支援は個別型支援
に比べ減量効果が大きいことを示している．集団型支援
では，周囲の人間関係や社会的支援を活用できることが
減量効果に好影響を及ぼしていると推察している．さら
に，女性は減量支援プログラムへの参加を通じて新たな
人間関係やソーシャル・サポートを得られることが明ら
かにされている19）．これらのことから，女性を対象とし
た集団型減量教室の減量効果を最大化するためには，グ
ループワークを多く取り入れるなど，参加者同士の活発
な交流を促し，良好な人間関係を構築できるような取り
組みが必要であると考えられる．
　本研究の結果の解釈には以下の注意を要する．第一
に，本研究では，地域情報誌を用いて減量教室の参加者
を募集しており，参加者は無作為に抽出されていない．
第二に，先行研究７）では，友人同士で減量教室に参加し
た者は単独で参加した者に比べて減量効果が大きくなる
ことが示されているが，本減量教室の参加者のなかに教
室開始以前から友人関係であった者が含まれていた可能
性は否定できない．また，本研究における友人関係は，
減量教室内と教室外（日常生活）で分けられていない．
第三に，減量教室参加当初より減量に対するモティベー
ションが高い者ほど減量に積極的に取り組み，減量効果
が大きくなった可能性は否定できない．本研究の対象者
は，医師の判断によって減量することが望ましい者と自
らの意思で減量を希望した者が混在しており，参加者に
よって減量教室参加時点での減量の目標値や減量に対す
るモティベーションは異なると予想されるが，本研究で
はこれらについて詳細に調査していない．第四に，本研
究では友人からのソーシャル・サポートの増加が体重変
化に好影響を及ぼしたと考察したが，達成群における友
人からのソーシャル・サポートが増加した詳細な機序は
不明である．そのため，教室期間中の体重減少そのもの
が参加者の心理面に影響を及ぼし，ソーシャル・サポー
トを変化させた可能性は否定できない．今後は，集団型
減量教室の参加者において，体重変化とソーシャル・サ
ポートのそれぞれに影響する因子について明らかにする
必要がある．

Ｖ．結語
　減量教室の前後で，日常生活に関するソーシャル・サ
ポート得点は，達成群のみ友人からのソーシャル・サポ
ート得点が有意に増加し，減量行動に関するソーシャ
ル・サポート得点は，両群とも減量教室のスタッフから
のソーシャル・サポート得点が有意に増加した．さらに，
日常生活に関するソーシャル・サポート得点について，
教室後における友人からのソーシャル・サポート得点が
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高いこと，減量行動に関するソーシャル・サポート得点
について，教室前における家族からのソーシャル・サポ
ート得点が低いことや教室後における友人からのソーシ
ャル・サポート得点が高いことと減量達成に有意な関連
が認められた．これらのことから，より効果的な減量支
援のために，減量教室の参加者同士が良好な人間関係を
構築できる体制づくりが肝要であると考えられた．

引用文献
１） Nakata Y, Okada M, Hashimoto K, Harada Y, Sone 

H, Tanaka K: Comparison of education-only versus 
group-based intervention in promoting weight loss: 
a randomised controlled trial. Obes Facts, 2011 ; 4 : 
222 -228 .

２） Clark JE: Diet, exercise or diet with exercise: 
comparing the effectiveness of treatment options 
for weight-loss and changes in fitness for adults 

（18 - 65 years old） who are overfat, or obese; 
systematic review and meta-analysis. J Diabetes 
Metab Disord, 2015 ; 14 : 1 -28 .

３） Digenio AG, Mancuso JP, Gerber RA, Dvorak 
RV: Comparison of methods for delivering a 
lifestyle modifi cation program for obese patients: a 
randomized trial. Ann Intern Med, 2009 ; 150 : 255 -
262 .

４） Ross R, Janssen I: Physical activity, total and 
regional obesity: dose-response considerations. Med 
Sci Sports Exerc, 2001 ; 33 : S521 - 527 ; discussion 
S528 -529 .

５） Christakis NA, Fowler JH: The spread of obesity 
in a large social network over 32 years. N Engl J 
Med, 2007 ; 357 : 370 -379 .

６） Yang YC, Boen C, Gerken K, Li T, Schorpp K, 
Harris KM: Social relationships and physiological 
determinants of longevity across the human life 
span. Proc Natl Acad Sci U S A, 2016 ; 113 : 578 -
583 .

７） Wing RR, Jeffery RW: Benefits of recruiting 
participants with friends and increasing social 
support for weight loss and maintenance. J consult 
clin psychol, 1999 ; 67 : 132 -138 .

８） 久保田晁生, 永田順子, 杉山真澄: ソーシャルサポー
トを強化したグループ参加による減量プログラムの
有効性. 日本公衆衛生雑誌, 2008 ; 55 : 327 -340 .

９） 久田満. ソーシャル・サポート研究の動向と今後の
課題. 看護研究, 1987 ; 20 : 2 -11 .

10） Verheijden MW, Bakx JC, van Weel C, Koelen 
MA, van Staveren WA: Role of social support in 
lifestyle-focused weight management interventions. 
Eur J Clin Nutr, 2005 ; 59 : S179 -186 .

11） Schierberl Scherr AE, McClure Brenchley KJ, 
Gorin AA. Examining a ripple effect: do spouses’ 
behavior changes predict each other’ s weight loss? 
J Obes, 2013 ; 2013 : 297 -268 .

12） Wang ML, Pbert L, Lemon SC: Infl uence of family, 
friend and coworker social support and social 
undermining on weight gain prevention among 
adults. Obesity （Silver Spring, Md）, 2014 ; 22 : 
1973 -1980 .

13） Pasanisi F, Contaldo F, de Simone G, Mancini M: 
Benefits of sustained moderate weight loss in 
obesity. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2001 ; 11 : 401 -
406 .

14） 田中喜代次，大藏倫博: プロの知識・プロの技術シ
リーズ２　スマートダイエット＜改訂版＞. 健康体
力づくり事業財団, 東京. 2012 .

15） 香川芳子: 五訂増補　食品80キロカロリーガイドブ
ック. 女子栄養大学　出版部, 東京. 2007 .

16） 堤明純 , 萱場一則 , 石川鎮清 他 : Jichi Medical 
Schoolソーシャルサポートスケール（JMS-SSS）改
訂と妥当性・信頼性の検討. 日本公衛誌, 2000 ; 47 : 
866 -878 .

17） 高橋和子, 工藤啓, 山田嘉明, 苅尾七臣, 松尾仁司, 
詫摩衆三: 生活習慣病予防における健康行動とソー
シャルサポートの関連. 日本公衛誌, 2008 ; 55 : 491 -
502 .

18） 内閣府: 男女共同参画社会に関する世論調査. 2007 .
（http://survey.gov-online.go.jp/h19/h19 -danjyo/4 .
html. 2017年１月16日アクセス可能）

19） Kiernan M, Moore SD, Schoff man DE, et al: Social 
support for healthy behaviors: scale psychometrics 
and prediction of weight loss among women in a 
behavioral program. Obesity （Silver Spring, Md）, 
2012 ; 20 : 756 -764 .

20） 大須賀洋祐, 鄭松伊, 金泰浩, 大久保善郎, 金ウンビ, 
田中喜代次: 高齢夫婦向けの運動教室が運動アドヒ
アランスと体力に及ぼす効果. 体力科学, 2015 ; 64 : 
407 -418 .

21） 吉村英一, 難波秀行, 松田拓朗, 北村実穂子: 集団型
指導と個別型指導による減量支援の効果の比較. 健
康支援, 2013 ; 15 : 1 -6 .



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B00274E0A90E800340030003081EA52D5FF080031002E0037FF0900270020306B57FA3065304F005D0020005B00274E0A90E800340030003081EA52D500270020306B57FA3065304F005D0020005B0027004100504E0A90E800340030003081EA52D500270020306B57FA3065304F005D002030D330B830CD30B9658766F8306E8868793A304A3088307353705237306B90693057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C3044307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


