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抄　録

　本研究は，発達障がいのある学童期の子どもの肥満を改善するために必要な看護介入を検討することが目的で

ある。肥満と発達障がいの診断のある学童期の子どもとその家族 6 組を対象に，発達の特性，保護者の肥満への

認識，家庭内外のサポート体制をふまえた生活習慣改善の看護介入を実践した結果，6 組中 5 組の子どもの肥満

度と体脂肪率が減少した。また，実践内容を個別に分析し，「子どもの不安やストレスを配慮した援助」，「家族

が子どもの生活を調整する力を発揮できる援助」，「自己効力感を高める援助」，が効果的であることが示唆された。

キーワード：肥満，発達障がい，学童期，保護者，生活習慣



Ⅰ．はじめに

子どもの肥満は，平成 18 年度以降は減少傾向にあっ

たが，平成 23 年度以降は横ばいに推移し，10 歳男児

では約 10％もの子どもに肥満傾向がみられている 1）。

小児期の肥満はその後の生活習慣病などの健康障害に

つながることが指摘されるだけではなく，いじめや不

登校など心理的問題を引き起こすなど子どもの心身の

発達に多大な影響を及ぼす 2）と考えられ，肥満の予

防や早期発見，早期治療が重要な課題となっている。

そのため，行政，医療，学校など様々な機関で取り組

みが行われているが，医療現場においては，高度肥満

患者の増加と治療継続例の減少により肥満外来での治

療成果が上がらない現状がある 3）。その原因の一つに，

肥満外来に通う子どもの母親への，肥満是正への知識

不足や子どもの体重管理行動へと引き起こす外発的動

機付けの不十分さが指摘されており 4），肥満外来での

効果をあげるためには，家族が子どもの健康に危機感

をもち家族全員で食事，運動，睡眠，ストレス対策な

どの生活習慣を見直し，健康的な生活習慣を獲得する

行動につなげていくような看護介入が必要とされてい

る。

また，広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性

障害などの発達障がいをもつ子どもの場合，その肥満

の頻度は，小学校後半以降に増加し，特に体脂肪の増

加が著しいことが報告されている 5）。そして，社会性

やコミュニケーションにおける障がいの行動・認知の

特性から発達障がいをもつ肥満児への生活指導には困

難さがある 6-7）。その中でも，学童期は，生活の多く

を保護者に援助してもらう幼児期とは異なり，基本的

な生活行動は自立して実践する時期になる。また，学

校に通学することで，保護者と過ごす時間は少なくな

り家庭内のサポートが減る反面，学校などの家庭外で

のサポートは得やすくなるという特徴がある。そのた

め，発達の特性，家庭内外のサポートの状況等に応じ

て，子ども自身の生活の自己コントロール力を促す看

護介入の方法を検討する必要があると考える。

当センターの看護外来は，看護者 2 名が発達外来の

小児科医から依頼のあった患児とその家族に対し，生

活習慣病の予防や改善についての保健指導を行なって

いる。子どもの生活習慣の改善にはペンダーのヘルス

プロモーションモデル 8）を活用した看護介入の効果

が報告されている 9-11）。このモデルは，介入により健

康管理行動に関わる感情を変化させ，自己効力感を高

め，行為の負担の知覚の低減，行為の利益の知覚の増

強を図るとともに，家族や友人からのサポート感を高

めることが行動計画実行意思を強め，健康管理行動の

改善につながるとするモデルである。そこで今回，こ

のモデルを参考に，看護外来で学童期にある発達障が

い児とその保護者を対象に，生活習慣改善のための看

護介入を行った。本研究では，その看護介入とその分

析を行うことで，肥満傾向にある発達障がい児へのよ

りよい看護介入の示唆を得ることを目的とした。

Ⅱ．研究の目的

肥満傾向にある学童期の発達障がい児とその保護

者を対象に，実践した生活習慣改善の看護介入を事例

ごとに子どもの肥満の程度や行動変容を分析すること

で，その看護介入の効果を明らかにする。

Ⅲ．研究対象及び研究方法

１．研究協力者

発達外来のある診療所で主治医が早期に肥満に対す

る介入が必要と判断した「発達障がい」と「肥満」の

診断を受けている学童期の子どもとその保護者に対し

て研究協力の依頼を行ない，同意が得られ定期的に受

診のあった親子 6 組を研究協力者とした。

２．調査期間 

2014 年 8 月～ 2015 年 4 月

３．調査方法

1）子どもへの調査

データ収集は，看護外来受診時に行なった。初回と

6 回目に，生活習慣，健康の知識，健康状態の認識，

人間関係や日常生活行動について面接した。また，月

1 回の看護外来受診時に①身体計測（身長，体重，体

組成，腹囲などの測定），②体調（排泄や睡眠の状況

など）の確認，③過去１ヵ月の生活行動，それに伴う

気持ちなどに関する簡単な聞き取りを行ない，それら

をデータとした。

2）保護者への調査

母親に対して，介入の初回に，子どもと家族の生活

習慣，健康の知識，健康状態の認識，人間関係や日常

生活行動について面接した。保護者が捉える子どもの

生活習慣の変化と保護者が取り組んだ内容を評価する

ために，自記式の質問紙を先行文献 2,13）を参考に作成

した。

介入 6 回目に，自記式の質問紙で，子どもの生活

習慣の変化と保護者が取り組んだ内容を調査し，その

内容を面接で具体的に確認をした。また，月 1 回の受

診時に子どもと家族の過去１ヵ月の生活行動，それに

伴う気持ちなどに関する聞き取りを行ない，それらを

データとした。

４．介入方法

介入は，生活習慣病の予防として，①保健指導とし

て，健康的な食生活（食事の適量，バランスのよい食事，
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間食や外食の取り方，咀嚼の必要性など），運動習慣，

休息，ストレス対処がとれるように子どもと保護者に

知識を提供する，②子どもと保護者との面接を通し，

改善が必要な行動を明確化し，その行動変容を求める

ことで，肥満の改善をはかるものとした。また必要に

応じて，子どもと保護者の同意を得て，学校などの関

係機関や理学療法士などの他職種と連携をした。

介入は，毎回 1 ～ 2 名の看護師が，子どもと母親を

対象に生活習慣改善の保健指導を 1 回に 1 時間程度，

月に 1 回のペースで 6 回行なった。初回と 6 回目の面

接と毎月の生活の振り返りは子どもと母親が同じ場所

で行ない，その他は，同じ部屋の別々の場所で援助を

行なった。子どもが学校を休めないなどの理由で母親

のみが来院した場合は，学校での身長測定や家庭での

体重測定の結果や生活の変化などを確認した。介入の

結果は，毎回看護記録に記載した。

1）子どもへの介入

介入では，初めに看護外来の役割と外来で行うこと

を紙面で示し伝え，子どもが見通しをもって安心して

外来に受診してもらえるように関わった。介入する 1
時間の構成は，身体計測後に①母親と過去 1 か月間の

生活の振り返りと評価，今後 1 ヵ月の生活目標の設定，

②適切な生活習慣行動に関する学習，③運動とした。

①と②は母親同席のもと 30 分，③は母親と離れて 30
分実施した。①の面談での基本方針として，子どもの

価値観を尊重しながら生活行動の改善のための工夫に

関する情報を与え，何が出来そうかを尋ねながら，子

どもの決定を促し，頑張りをほめ，問題を一緒に考え

る姿勢で援助した。気持ちや行動を言葉で表出するこ

とが難しい場合は，母親にも子どもの生活状況を確認

し，理解し関わった。②については，市販の書籍 12-14）

や自作のパンフレットを用いて，基本的な食事，運動，

生活リズムに関する知識を提供した。また，改善が必

要な生活習慣については，その内容を具体的に理解で

きるようにイラストや数値を用いて説明した。運動量

が少ない子どもには，活動量計（スズケンライフコー

ダ GS）による活動量の計測を行ない，数値で運動量

を確認できるようにした。③の運動については，滑り

台やボールプール，トランポリンなどがあるプレイ

ルームで子どもが好む運動を支援した。その際，身体

の使い方や運動の好みなどを評価し，家庭でできる遊

びや運動の提案につなげた。新しい場になれることが

苦手な子どもには，母親が見える場所を設定するなど

子どもが安心して遊べる環境づくりにも配慮した。1
時間のセッションの終了時には，それぞれの感想を聞

き，再度，次回までの目標の確認を行なった。

2）保護者への介入

1 時間の構成は，①生活の振り返りと評価，今後 1 ヵ

月の生活目標の設定，②子どもとともに，適切な生活

習慣行動に関する学習，③家庭での取り組みでの悩み

の相談を受け，食事メニューの相談など具体的な知識

を提供する時間とした。①の際には，たとえ体重が増

えたとしても諦めることがないように，取り組めたこ

とを認める関わりを行なった。②では，生活習慣病の

説明ではイラストを用い，また間食や外食の内容では

カロリーや塩分量など数値を提示し視覚的に理解でき

るように資料を活用した。③家庭での取り組みでの悩

みの相談を受け，食事メニューの相談などの具体的な

知識を提供する時間とした。

５．分析方法

1）肥満に関する評価

体重，身長から肥満度を計算し評価した。肥満度

は，文部科学省が公開している身長別標準体重（平

成 12 年度版）に対してどの程度体重がオーバーして

いるかをパーセントで算出し判定した。肥満度が－

20％以下はやせ，± 20％以内であれば標準，+20 ～

+30％未満を軽度肥満，+30 ～ +50％未満を中等度肥満，

+50％以上を高度肥満と判定した。

また，体組成計（タニタ MC-780）で，体脂肪を測

定し +30％以上を肥満と評価した。

2）生活習慣に関する認識・行動の評価

構成面接調査や毎回の介入の結果を記載した看護記

録から，事例ごとに研究者間で分析し，子どもの肥満

の状況や，子どもと保護者の生活習慣改善に向けた行

動や認識の変化とその変化に影響を及ぼした要因をま

とめた。また，全事例を統合し，その介入の効果の共

通点と課題をまとめた。

信頼性を確保するために，研究者間で解釈の一致が

みられるまで事例の変化を検討した。

６．倫理的配慮

A 大学附属診療センターのセンター長に研究協力の

了承を得た後，本研究協力候補者である子どもと保護

者に対して，研究協力の研究の主旨と内容，参加は自

由意思であること，プライバシーの保護などについて

文章と口頭で説明を行ない，同意を得た。なお，県立

広島大学研究倫理委員会の承認（番号第 13MH062 号）

を受け実施した。

Ⅳ．結果

１．協力者の概要（表 1）

協力者は研究協力の承諾を得られた「発達障がい」

と「肥満」の診断を受けた子どもとその母親 6 組だっ

た。事例 A 以外は，特別支援学級に通っていた。事

例 C，事例 F は不安が強いため坑精神病薬を服用して

いたが，食欲が亢進し体重増加が見られるなどの副作

用は見られていなかった。
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２．肥満に関する評価

肥満度と体脂肪の変化を，図 1，2 に示した。1 回

目と 6 回目を比較し，肥満度の改善がみられたのは，

A ～ E の 5 事例であった。なお，事例Ｆは，じっと

しておくことが負担であったため体脂肪の測定ができ

なかった（図 1）。また事例 D は，学校生活を優先さ

せ母親のみが受診した回は家庭や学校で測定した身長

と体重の値を母親から聞き，肥満度を算出した。体脂

肪値は 1 回目，4 回目，6 回目の受診時に測定した値

のみを記載した（図 2）。

３．生活習慣に関する認識，行動の変化（表 2，3，4）

１） 生活習慣改善に向けた子どもと保護者の行動や

認識の変化

看護介入と介入後の主な変化を表 2 に示した。介入

開始時において，協力者の食習慣の偏りは，すべての

事例について副菜が少なく，主食・主菜の量が多い状

態であった。また，どの事例もあまり硬い食感の食べ

物を好まず，柔らかいものをあまり噛まずに食べる傾

向があった。そしてどの事例も好き嫌いがあるが，事

例 A ～ D は野菜の摂取を促せば食べることができて

いた。事例 E，F は偏食が強く，勧めても食べること

が難しい状態であった。子どもの食習慣に影響する家

族の食習慣として，家族での外食の機会が多かったの

は事例 A，B であった。対象者の運動習慣について，

介入前より運動習慣があったのは，事例 B，E のみで

あった。肥満に対する認識として，全員の母親は「子

どもの体重が増えてきた」「子どものおなか周りが大

きくなってきた」と子どもが太ってきたことを気にし

ていた。

取り組みの評価を第 6 回目に母親と行ない，その結

果を表 3，4 に示した。全員の母親が，「体重測定を定

期的にした」，「体重の値を気にしていた」と子どもの

変化を評価していた。そのうち 4 名は，「体重が増え

てきから今日は間食をやめよう（事例 A，B）」のよ

うに体重の値によってその後の行動を変えることがで

きるようになったと認識していた。

母親自身が取り組んだ内容については，「食事づく

りで量や内容，調味料など工夫した」を全員が選択し，

偏食があり食事の調整が難しい（事例 C）場合でも，

子どもに必要な食事を用意するようになっていた。事

例 B のみが「子どもへの接し方を工夫した」。内容と

しては，介入前からのコミュニケーションの延長で，

食事の制限など上手に子どもに負担を少なくするよう

に関わっていた。事例 A は，「母親の力で子どもの生

活を調整することは簡単。でも，それでは自分で考え

て行動できないから，もっと工夫して接していかない

といけないとは思うが難しい」と話した。

２） 生活習慣改善に向けた子どもと保護者の行動や

認識の変化に影響を及ぼした要因（表 2）

（1）事例 A について

子どもが生活習慣を改善できた要因として，母親

の毎日のサポートが大きく，子どもはストレスに弱く

図１　肥満度の変化

図２　体脂肪の変化

表１　協力者（子ども）の概要
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表２　実践した看護介入と介入後の主な変化 

表３　保護者が捉えた子どもの生活習慣の変化

表４　保護者が取り組んだ内容
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泣くことで感情を表したり，すぐに諦めたりしがちで

あったが，母親が子どもの体調やストレスに応じなが

ら，食べ過ぎなどの食行動を抑え，モチベーションを

保ちながら生活習慣を改善できた。母親は「これでい

いのか悩みながらやっているんです。」と述べ，来院

時は，母親の悩みを聞く時間を多くとった。母親が日々

の生活の出来事の中で子どもと一緒に生活を調えられ

るよう，心理的なサポートができたことが成果につな

がったと考えられた。一方，子ども自身も最初は母親

の顔色を伺いながら食事量など調整していたが，カロ

リーなど知識をつけるにつれ，少しずつ自分で食べる

量を決めたり，間食を減らしたりするなどができるよ

うになった。

（2）事例 B について

子どもが生活習慣を改善できた要因として，運動

する機会を多くもつなどの母親のサポートが大きかっ

た。しかし，母親が「子どもの食べる楽しみをとりた

くない」という気持ちが強く，また父親や祖父母がコ

ミュニケーションの手段として，好きな菓子を与える

ことがあるため，外食や間食の調整が難しかった。

（3）事例 C について

子どもが生活習慣を改善できた大きな要因は，学校

への登校時間が増え，活動量が増えたことだと考えら

れた。それは薬物療法の治療の効果や学校の受入れ体

制が整ったことが影響していた。また，納得した約束

は守る子どもだったため，健康に関する知識を伝える

ことで「おかわりをしない」，「おかわりをしたら運動

する」などを実践できていた。母親は仕事をしていた

ため，子どもに関わる時間は少なかったが，きょうだ

いの偏食との折り合いをつけながら野菜をメニューに

加えるなどを実践した。

（4）事例 D について

子どもが生活習慣を改善できた要因は，母親が運動

量に見合った食事量を理解して，食事量を調整したこ

とが大きかった。来院時，食卓に用意された食事の量

について，子どもに尋ねたところ「多い」と回答があっ

たが，残さず全部食べたい思いがあることを確認した

ため，母親と相談し，食事量の調整を行なったことが

効果的であったと考えられた。適量を理解するために，

食事記録を書いてもらったことも効果的であったと考

える。また，学校などとの連携がとれたため，学校で

運動量を確保でき，また家庭でも活動量計を用いて休

日の運動量が平日に比べ極端に少ないことが分かった

ことで，運動する機会が増えたことも改善の要因と

なったと考える。

（5）事例 E について

子どもが生活習慣を改善できた大きな要因は，父親

が休日に子どもと一緒に体を動かす等家族で休日の運

動量を増やせたこと，野菜を食べる量が増えたことが

考えられた。事例Ｅは片足立ち等が難しく，自転車に

乗ることができず，歩いて出かける習慣が身について

いたので継続することを促した。しかし，タブレット

型コンピューターで余暇を楽しむことを好み，運動で

きる内容や機会が少ないため，平日の運動量が増えな

かったこと，母親の「食べさせたい」気持ちから食事

量の調整ができなかったことで体重の減量にはあまり

結びつかなかった。また，子どもの就寝時間が 19 時

と早く，夕食を食べてすぐに寝るという太りやすい生

活リズムを変えることが難しかった。

（6）事例 F について

事例 F は，図 1 で示すように肥満度の改善はみられ

なかった。要求が通らないと顔をたたくなどの自己刺

激行為 15）が見られ，指示が通りにくい子どもであっ

たが，家族が定期的に体重を測定する，好きな食べ物

を見せない，メニューに野菜料理を加えるなどの実践

を継続できたことにより，肥満度の大幅な増加を抑え

ることにはつながったと考えられた。また，看護者が

家族の大変さを理解し，母親の相談に応じることで母

親を支援できたと考える。運動に関しては，家族で運

動する機会を増やした他に，学校や放課後等デイサー

ビス等と連携し散歩する機会が増やすことができた。

しかし，子どもは環境の変化や人との関わりに大きな

エネルギーを必要とし，学校行事などのストレスで睡

眠リズムが乱れることなどがあり，生活リズムを調整

することが難しかった。また，ストレスにより食事量

が増えたり，運動量が減ったりしており，ストレスの

対処については更なる支援が必要であった。

Ⅴ．考察

看護介入の効果の評価として第 1 回目と第 6 回目を

比較した結果，事例 A ～ E は，肥満度，体脂肪とも

に減少がみられた。また，事例 F は，肥満度は低くな

らなかったが，肥満の進行の抑制にはつながったと考

える。そこで，実践した看護介入を生活習慣の変化か

ら分析し，その効果と課題について考察する。

１．看護介入による生活習慣の変化について

第 1 回目に家庭での体重測定を促したことで，どの

事例も定期的な体重測定を実践できていた。体重の増

減に関わらず，継続できていることを認める関わりを

行った。体重の増減から食事や運動等その日の状況を

親子で見直し，対処行動を考える機会となっていた。

その他，食事習慣，運動習慣での改善を全ての事例

で取り組んだ。食事習慣の改善には，どの母親も「取

り組めた」と評価していたが，改善した内容と程度は

事例ごとに異なっていた。事例 A は，外食の機会や

食事量を減らすことはできたが，野菜を食べる量は変

わらなかった。事例 B は外食の機会や間食の量を減

らしたが無くなることはなかった。事例 C はサラダ
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をメニューに加えるが，きょうだいに偏食があったた

めメニューは大きくは変えられなかった。事例 D は

宅配サービスの関係で量や味付けを変化させにくかっ

たが，一度調整ができると維持ができた。事例 E は

食事量の多さを認識してないため，適量を理解しても

らうことが今後も必要となった。事例 F は，偏食が強

く，食べたいものを好きなだけ食べるため，食べさせ

ないと要求が通らないので顔をたたく自己刺激行動を

生じさせないためにも，好きな食べ物を目の前に出さ

ないなど食事の環境を調整した。このように，それぞ

れの事情で食生活を大幅に変化させることは難しいた

め，その家庭に応じた改善目標をたて，取り組むこと

が大切であった。その際，子どもの理解を促すことで

取り組みが長続きするかどうかが変わるため，母親と

子どもと一緒の場面で生活改善目標を立てることが効

果的だと考えられた。また，事例 A，D のように食事

量を減らすと便秘になる事例もみられた。2 事例とも

水分摂取を促すことで改善がみられたが，生活習慣を

変化させるときに，それに伴う体調などの変化を確認

していくことも持続して取り組むためには必要である

と考える。一方，治療薬の内服状況が変化することで，

食欲など生活習慣を調整する力が変化していた（事例

C，F）。事例 C は治療により不安が軽減し，集中力が

出てきて登校できるようになっていた。また事例 F は

不安が強いと食欲が増す傾向があった。このように治

療の効果や子どもの反応に併せて関わる必要であると

考える。

運動習慣の改善としては，どの事例においても運動

の機会を十分に確保することは難しかった。学童期の

運動は，身体づくりとして必要だが，ゲーム機の普及

などによりその機会は減少傾向である。また発達障害

のある子どもは，同年代の子どもと身体を動かして遊

ぶ機会が少ないこともあり運動する機会を確保するこ

とは容易ではない 6,16）。その中でも，事例 A は，家族

で外出する機会を増やした。事例 B は，母親が積極

的に外遊びに付き合った。事例 B，D，F は学校や療

育機関の協力のもと運動量を増やした，事例 E は休

日に父親と外出する機会を増やした。個別でみると運

動する機会は少しずつ増えているが，活動量計でみる

と同年代の子どもの標準に比べて少なく，今後も運動

する機会を増やす取り組みが課題であると考えた。ま

た，片足立ちが苦手である事例Ｅやすべての事例にお

いて，「子どものおなか周りが気になる」といった家

族の主訴があった。そのため，体の使い方や体幹を鍛

える運動など身体づくりを考えた取り組みが必要だと

考えられた。これは看護師だけでは取り組むことが難

しい課題であるため子どもに関わる家族の協力を得な

がら，学校教員，療育機関との連携が重要であると考

える。

２．看護介入プログラムの分析

介入による生活習慣の変化を踏まえ，看護介入プ

ログラムを分析すると，まず，どの事例も途中で諦め

ることなく，生活習慣の改善に努めることができたこ

とが肥満の改善につながったと考えられた。吉野ら 7）

は，発達障がいの子どもの中には生活習慣を変えるこ

とに拒否反応を示す事例があると報告しているが，今

回の事例では，衝動性の強い事例 F 以外はそのよう

な反応はなかった。それは，生活習慣の改善の目標を

達成可能なものに設定したことで，急な変化を好まな

い子どものストレスを減らすように配慮できたためだ

と考えられる。また，発達障がいの子どもは認知様式

の特性や感覚過敏などから日常的に混乱や不安を感じ

ている 15-17）。事例 F は学校以外の場所で身体計測を行

なっていなかったため，外来の身体計測では混乱した

態度をとった。これに対して無理強いをせずに慣れて

もらったが，このように新しい場所や出来事で生じる

不安を感じさせない配慮が必要となった。その他に

は，子どもが楽しく，自然に体を動かす習慣をつけて

もらう目的で，介入プログラムの内容にプレイルーム

での運動の時間を設けた。その結果，事例 A ～ E とも，

看護外来への受診での楽しみをもつことができ，不安

やストレスの軽減につながった。このように，子ども

の不安やストレスに配慮した援助が効果的であったと

考えられた。

また，子どもの生活の調整を行なっている母親を支

えたことも効果的であったと考える。学童への肥満の

改善に 1 年間取り組んだ丸山ら 11）は保護者の積極的

な協力により，肥満度・生活習慣の改善が促されると

述べている。特に発達障がいをもつ子どもは，生活の

調整を母親に依存していることが多く，今回は素直な

子どもが多かったため，母親による生活調整を受け入

れ，食事や運動などの生活習慣をある程度は改善でき

たと考える。しかし，子どもの生活を調整する母親自

身も，事例 B のように「子どもの食べる楽しみをと

りたくない」という感情と食事量を減らさないといけ

ない現状のなかで葛藤しながら取り組んでいた。また，

事例 C のように発達障がいのある子どものきょうだ

いや，父親，祖父母の生活や考えが影響してくる中で，

母親が子どもの生活を健康的に整えることは容易では

なかった。そのため，看護者は，家庭の状況を理解し，

家庭内のサポートを得られる方法を検討しながら，母

親の悩みに寄り添った援助をしたことが，休日に家族

で運動する機会を増やした事例 A，D，E，F のよう

に家族が子どもの生活を調整する力を発揮できる援助

となったと考える。

しかしながら，発達障がいのある子どもといえども，

いずれは自己の力で生活を調整していくことが必要と

なる。そして，生活習慣を改善していくためには自己

効力感を高める援助が必要だと言われている 18）。家
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庭で肥満改善を行う際，効果が見られなかった場合，

失敗体験となり生活習慣を変えることをあきらめてし

まう事例もある 19）。そのため，今回は「できている

こと」を分かりやすく伝えるなど，自己効力感に配慮

した援助を行なった。自己効力感を尺度で測定するこ

とはできなかったが，前向きに取り組みを続けること

ができたことから，自己効力感を感じられる援助に

なっていたと思われる。また，事例 A のように介入

を通して食事量を自ら調整する場面がみられた事例も

あったが，まだ母親の影響は大きかった。今後は，発

達の特性に応じて自分で生活調整をできる能力である

自己コントロール力を更に高めるような介入方法を検

討しその評価することが課題となった。

今回，学校や療育機関との情報交換や連携をはかっ

た（事例 B，C）。また，母親が学校や療育機関に体

を動かして欲しいことを伝え，家庭以外で運動する習

慣ができていた（事例 A，D，F）。学童期は，家庭外

で生活する時間も多いため，子どもの生活に関わる機

関での情報交換は有効であったと考える。

以上のことより，本研究で行なった看護介入は，子

どもの不安やストレスに配慮した援助，家族が子ども

の生活を調整する力を発揮できる援助，自己効力感を

高める援助であり，肥満傾向にある発達障がいをもつ

子どもの生活習慣の改善を促す援助となりえたと考え

られた。

Ⅵ．結論

１． 肥満傾向にある学童期の発達障がい児とその保護

者に 6 回の看護介入を行い，6 事例中 5 事例におい

て肥満度と体脂肪の減少がみられた。

２．実施した生活習慣改善プログラムでは，「子ども

の不安やストレスを配慮した援助」，「家族が子ども

の生活を調整する力を発揮できる援助」，「自己効力

感を高める援助」が生活習慣の改善に効果があり，

今後は「子どもの自己コントロール力を高める援助」

を実践していくことが課題であった。

Ⅶ．今後の課題

今回は，研究に協力の意思を示した健康に関心の高

い子どもと保護者への看護介入となったため，効果が

早期にでた可能性もある。子どもの健康への意識が低

い家族にも応用できる看護介入を検討することが今後

の課題である。

本研究は JSPS 科研費 24792512 の助成を受けた研究

の一部である。
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The effect of a nursing intervention program among overweight 
school children with developmental disorders

― Changes in health behavior and rates of obesity ―

Kayo KAMOSHITA*1　Akemi TOROBU*1　Yuko HAYASHI*2

*1　Department of Nursing, Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima
*2　Department of Occupational Therapy, Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima

Abstract

Objectives: This study aimed to examine nursing intervention to improve the lifestyles of school children who had 
diagnoses of developmental disorders and obesity.

Methods: Six children and parents participated in a nursing intervention for a lifestyle-improvement program. We 
focused on the features of the developmental disorders, parent recognition of the child's health behavior and social support to 
the parent through the nursing intervention.

Results and discussion: The degree of obesity and the body fat percentage of 5 children out of 6 decreased. As a result 
of having analyzed the nursing practice for every child, it was suggested that the nursing intervention program among the 
children and families was effective in  “alleviating uneasiness and stress of children,” “raising self-effi cacy of children and 
parents,” and “showing the empowerment to adjust the family life of the parent”.

Key words: overweight, developmental disorders, school children, parent, nursing intervention
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