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なごや健康カレッジのアウトプット・アウトカム指標の適合性および 

事務局が共通して持つべき機能についての検討

The relevancy of the output and outcome indicators for Nagoya Health College,  
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「なごや健康カレッジ」事業（以下、同事業）は、一般
市民を対象とした健康づくり支援を目的に、名古屋市と
市内の大学が協働して健康教室を実施する事業である。
同事業は当初、一般会計予算にて運用していたものの、
現在は介護予防（一次予防）事業として実施されている
（名古屋市．2012）。同事業では、各区に1大学ずつ担当
を割り当て、それぞれの大学の特色が活かされた健康プ
ログラムが提供されており（表 1）、同事業から少なから
ずの学術的知見も蓄積されてきている（加藤ら．2009、
高橋ら．2010、高橋ら．2010、大西ら．2011、大西ら．
2012）。今回著者らは、同事業の実施概況を把握した上
で、適切なアウトプット・アウトカム指標および事務局
が共通して持つべき機能などを検討することを目的に、
アンケート調査を実施した。

本研究では、2011年度に同事業を実施した13大学に
て、主たる担当教員1名を対象とし記名式アンケート調
査を実施、分析した。調査項目には事業に直接関与した
教員数、事務職員数、学生数、要した教員のエフォー
ト、厚生労働省の介護予防マニュアル（2012）で示され
る介護予防重点分野（運動器、栄養改善、口腔機能、閉
じこもり、認知機能、うつ）をテーマと事業、同マニュ
アルで例示されるアウトプット・アウトカム指標（開催
回数、参加者数、ボランティア育成研修開催回数および
参加者数、プログラム参加後の予防活動者数、プログ
ラム後に継続する地域活動組織の新設有無）の適合性、
望ましいその他のアウトプット・アウトカム指標、プロ
グラムに共通する事業の広報、生活習慣や ADL などの
ベースライン調査やインフォームド・コンセント体制の
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必要性等を含めた。その他、既存情報として各大学プロ
グラムの開催回数、参加者実数、性別構成比を分析のた
めに利用した。
アンケートへの回答は11大学より得られた（回収率
85％）。各プログラムあたりの開催回数は平均6.7 ± 4.0 
SD回で、参加者実数は25.5 ± 10.1 SD名、女性が全体の
80％を占めた。プログラムに直接関与した教員数は4.3 
± 4.4 SD名で、主担当教員は平均13.1 ± 16.5 SD％の
年間エフォートを費やしていた。事務職員数は1.3 ± 0.9 
SD名、学生数は8.8 ± 6.2 SD名、実施内容として介護
予防の各重点テーマを含むプログラムの割合を表 2に
示した。これらの分野を複合したプログラムを82％の大
学が構成していた。アウトプット・アウトカム指標につ

いては「妥当」または「やや妥当」と回答されたのは開
催回数 73％、参加者数 91％、ボランティア育成研修会
開催回数および参加者数 9％、プログラム参加後の予防
活動者数73％、プログラム後に継続する地域活動組織
の新設 36％であった。これらの他、望ましい指標として
プログラム後の知識、運動習慣、ソーシャルサポート、
QOL、地域活動の数、他組織との連携実績、基本チェッ
クリスト、片脚立位時間、要介護認定率などが挙げられ
た。事務局で共通して持つべき機能として「必須」また
は「重要」と答えられた率は、事業の広報 100％、ベー
スライン調査 73％、インフォームド・コンセント体制 
73％であった。
なごや健康カレッジ事業は、必ずしも高齢者の介護予

◆ Table 1. Nagoya Health College Programs (2011)

区 大学 講座名 概要

千種区 愛知学院大学 誰でもできる！メタボ解消の正しい方法 運動・栄養・心理の三本柱を基礎とした健康的な生
活習慣の確立のサポート

東区 中部大学 転ばん大幸（大きな幸せ）教室 転ばない身体作りの講座
西区 名城大学 颯爽と歩けるようになるノルディックウォーキング 最先端の理論に基づくノルディックウォーキング

昭和区 椙山女学園大学 健康を科学する 新たに開発された測定機器などを用いて、健康状態
をチェック

熱田区 名古屋学院大学 「こころ」も「からだ」も健康に 健康づくりの専門家の講話や蓄音器を用いた音楽
療法やストリートダンスによるエクササイズ

港区 名古屋大学 DO！ザ・健康づくり 健康を支援する講義や実践、演習
南区 名古屋大学 DO！ザ・健康づくり 健康を支援する講義や実践、演習
緑区 名古屋大学 DO！ザ・健康づくり 健康を支援する講義や実践、演習

天白区 東海学園大学 健康學ノススメⅦ 介護予防に必要な運動を、日常生活に取り入れて、
自分の身体が変わり得ることを体験する講座

北区 中京大学 ぐっすり安眠体操講座
就寝前の軽い体操で眠りを改善。参加者自宅に HD
レコーダーを貸出し、1ヶ月間自宅で体操する通信
講座

中川区 中京大学 楽ひざ体操 体操でひざ痛を改善。
3か月弱自宅で体操する通信講座

中村区 同朋大学 レクリエーションで元気に！ レクリエーションや軽体操
中区 日本福祉大学 サクセスフルエイジング 運動や音楽療法等によるエイジング

瑞穂区 名古屋女子大学 めざせ、燃えるからだ　メタボリックをやっつけろ リンパマッサージやアロマテラピー、薬膳料理を取
り入れた健康づくりの講座

守山区 金城学園大学 暮らしを楽しんで健康に 健康に過ごすための講義等
名東区 愛知淑徳大学 趣・倶・得シニア健康大学「歩く」 ウォーキングの講座

◆ Table 2. Rate of programs focusing on the main themes of the preventive care by Long-Term Care Insurance
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防のみを前提に実施されているものではなく、多様性が
強みである反面、統一した評価が行われにくい等の課題
がある。本研究では介護予防マニュアルで示されてい
るアウトプット・アウトカム指標の適合性にはやや低い
評価がなされ、各プログラムに応じた指標を設定すると
ともに、ソーシャルサポート、QOLなどの指標の他、要
介護認定率、中長期的な指標も用いるべきという意見が
寄せられた。今後は高齢者が個々のニーズに合わせ参
加しやすく、自分の心身の状態の把握、健康に関する必
要な理解の向上、個別の目標設定が行えるよう、自治体
と大学がそれぞれの強みを生かし、協働してプログラム
を構成することも検討すべきであろう。これらのため各
プログラムに共通するベースラインとなる評価項目を
設定し、研究に利用しうる包括的同意を取得する体制構
築も望まれる。
以上、名古屋市にて一次予防の一つとして行われて

いる「なごや健康カレッジ」事業の概況を把握し、望ま
しいアウトプット・アウトカム指標、および事務局が共
通して持つべき機能につき検討した。大学の独自性、多
様性を強みとして生かしながら、広報やベースライン調
査、インフォームド・コンセントなどの共有化が体制と
して求められた。
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