
一般社団法人 日本臨床心理士会雑誌20 2019年1月第27巻 第2号

◉特集 中高年の心理支援◉
特
集

 はじめに

筆者はこれまで2つの総合病院において約7年間糖尿
病医療を中心とした心理臨床実践を行ってきた。一つ
は、社会医療法人かりゆし会ハートライフクリニック
の糖尿病内科においてであり、ここでは主に高齢の外
来患者を中心に（大家、2015）、もう一つは、公益財団
法人田附興風会医学研究所北野病院の糖尿病内分泌セ
ンターにおいてであり、こちらでは中高年の糖尿病教
育入院患者が中心であった。したがって、筆者は中高
年の生活習慣病の中でも糖尿病を中心に携わってきた
こと、そしてこの1年は直接臨床現場とはかかわって
いない点を含みおいたうえで、本稿に目を通していた
だけると幸いである。

1 生活習慣病とは

さて、本稿のテーマとなっている「生活習慣病（life-
style related diseases）」は、「食習慣、運動習慣、休
養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関
与する疾患群」（厚生労働省、1996）と定義される。こ
れは従来用いられていた「成人病」対策が疾病の二次
予防（早期発見・早期治療）に重点を置いていたのに
対して、生活習慣の改善を中心とした一次予防（健康
増進・発病予防）に重点を置くために導入された概念
であり、具体的には、がん、循環器疾患、糖尿病、高
血圧、高脂血症、脂質異常症、慢性閉塞性肺疾患など
が該当する。老化による「成人病」としての疾病に対
する早期発見・早期治療が目指されていたところから、
その発症要因の一つであった生活習慣の改善による疾
病の予防が目的とされたのである。

2 健康や生活習慣に関連する法制や政策

このような生活習慣病の予防をはじめとした心身の
健康状態は、国連や日本国内の法制やそれに基づく公
共政策を通じて、社会の中で維持・向上することが目
指されている。たとえば、世界的な政策としては、1987
年にWHO（世界保健機関）から発布されたオタワ憲
章からのヘルスプロモーションの影響が挙げられる。
この憲章には健康のための諸条件が掲げられており、

「すべての人に健康を」という提言がなされている。
UNESCO（国際連合教育科学文化機関）は2015年から
2030年を目途に17のSDGs（Sustainable Development 
Goals：持続可能な開発目標）を掲げているが、その3
番目に「すべての人に健康と福祉を」という目標があ
る。日本においては、日本国憲法第25条で述べられて
いる公衆衛生の向上及び増進を始めとして、2002年に
施行された健康増進法を基盤として国民の健康状態の
維持・向上が推進されている。たとえば、第二次健康
日本21（厚生労働省、2013）によって、栄養・食生活、
身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健
康に関する生活習慣及び社会環境の改善ならびにがん、
循環器疾患、糖尿病及び慢性閉塞性肺疾患などの主要
な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底などが促
進されていて、特にがんや脳卒中・循環器疾患につい
てはそれぞれ基本法が制定されている。これらの現状
を勘案すると、現代においては、ライフサイクルのあ
らゆる段階において、生活習慣に配慮して健康状態の
維持・向上に努めていくことが国民の一般的なルール
となっているといえるだろう。また、学校教育法にお
いては、教育の目標の一つとして「健康、安全で幸福
な生活のために必要な習慣を養い、運動を通じて体力
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を養い、心身の調和的発達を図ること」（第21条第8
項）などの記述がみられることから、初等教育から健
康に関する生活習慣を培っていく構造が存在している。
しかし、平成29年度国民健康・栄養調査（厚生労働省、
2017）によれば、まだ理想的な健康を促進する生活習
慣が充分に浸透しているとは言い難いようである。た
とえば、代表的な健康のための生活習慣の一つである
運動についていえば、2017年時点での実施度は男性で
35.9％、女性で28.6％であり、この数値においてこの
10年間で大きな変化がみられなかったという。

3  生活習慣病への理解 
―治療可能性と不如意さへの配慮

人間はだれしも、できることなら強い精神やこころ、
身体をもって、健康で長生きをすることができればそ
れに越したことはない、と思うのではないだろうか。
健康自体が、幸福の一つであろうし、豊かで幸福な生
活を営む上で、心身の健康は基盤となると考えられる
からである。しかし、それぞれの人においてもって生
まれた生物学的な遺伝的特徴が異なるであろうし、た
とえ生得的に同じ特徴をもっていたとしても、上述し
た生活習慣や生活環境におけるその他の外部要因（有
害物質や病原体、ストレッサー）が異なれば心身の状
態はまた異なってくるため、心身の健康の維持、増進
は一筋縄ではいかない場合も多いと考えられる。たと
えば、代表的な生活習慣病の一つである2型糖尿病の
病因は「インスリン分泌の低下やインスリン抵抗性を
きたす複数の遺伝因子に過食（特に高脂肪食）、運動不
足などの環境因子が加わってインスリン作用不足を生
じて発症する」（日本糖尿病学会、2018）と定義されて
いる。この定義に基づくと、同じ環境で過ごしていた
としても、生得的な遺伝因子によって糖尿病の発症の
状況が異なってくる可能性があり、それと同時に、そ
の遺伝因子が発現するかどうかは、どのような生活環
境で過ごしているかによって異なるということになる。
このような遺伝因子と環境因子との関係については、
糖尿病のみならず他の生活習慣病においても唱えられ
るところがある。

4 生活習慣病の感情負担

また、生活習慣病は、その語義に生活習慣改善によ
る予防・治療可能性を包含するがゆえに、発症要因を
その人の発症までの生活習慣に帰結しやすく、医療者

の患者に対する他責傾向、患者の自責傾向を誘発しや
すい可能性がある。したがって、生活習慣病の方への
心理援助の際には、生活習慣の改善による疾病の治療・
予防可能性を伝えると同時に、すでに罹患している場
合においては、当人には不可避であった生得的・環境
的な要因による発症の不如意さへの配慮をもちながら
かかわる必要がある。また、生活習慣病を抱えて生き
ることについては、疾病の受容や、疾病の自己開示の
有無、治療継続、病状悪化時の医療不信など疾患を抱
えて生きていくことに関する種々の感情負担が伴うこ
とがある。糖尿病領域では、過度な心理的負担がある
と、糖尿病治療のことを考えすぎて疲弊してしまい反
対に治療に向かえなくなってしまう「糖尿病燃え尽き

（Diabetes Burnout）」（Polonsky, 1999/2003）が生じる
と言われているが、これは他の疾患の治療過程にも当
てはまるところがあるのではないだろうか。また、う
つ状態が合併する可能性も高い。したがって、生活習
慣病の方にかかわる際には、疾患を抱えて生きるその
人の主観的な体験がどのようなものであるのか、とい
うことについて、心理アセスメントを行うと同時に、
患者中心の視点から共感的な理解をもって支援してい
くことが重要である。

5 ワークライフバランスの重要性

生活習慣を考えていくために重要なのが、仕事と生
活のバランスである。このことについては、内閣府

（2008）によって「『仕事と生活の調和（ワークライフ
バランス）』の推進サイト」が立ち上げられ、ワークラ
イフバランスの実現を目指した憲章が策定されている。
ワークアズライフ（生活としての仕事）という考え方
もあるように、業種や必要とされる働き方、個人の仕
事に対する意味づけによっては、ワークとライフの境
界線は曖昧であり明確に分けられない場合もあるが、
原則的には勤労であるワークと自分自身の生活として
のライフを分けてそのバランスを考えていくことは生
活習慣病の予防を考えていく上では重要なことである。
先のホームページにおいては、現代では、思うような
職が得られないことと過労状態のどちらもがワークラ
イフバランスを考えた際に問題となることが指摘され
ている。
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6 過労状態と休息の重要性

就労が困難であればユーストレスの極端な低下、退
職直後においては仕事と生活リズムを改めて考え直す
機会に心身の失調をきたされる場合もある。しかし、
仕事を中心とした生活を営んでいる生活習慣病の中高
年の方においては、過労が原因で自身の安定した生活
リズムを維持することが難しい場合がよくあり、一般
的な健康的な生活からかなり逸脱した心身に負担のか
かる生活リズム下で生活していることがある。たとえ
ば、日本とは異なる標準時刻を持った海外の取引先と
の商談のある仕事、タクシードライバーや運送業、飲
食店経営、医療職などにおいては、労働時間に夜間帯
の勤務を含むため、一般社会とのずれがあったり、一
定の昼夜の生活リズムが取りづらい生活を強いられて
いる場合がある。また、顧客との飲食が仕事の一環と
なっている職業においては、食生活による身体への負
担が大きいこともある。単身赴任しているご主人を支
えながら子育てをされ、さらに遠方の親族の介護を一
人で掛け持ちしている、などといういわばライフの中
の無償の労働に大きな負担がある場合もある。このよ
うな過労状態の背景には、本来ならば意識的に感じて
いるはずの疲労を警告する感情や身体感覚を自覚する
ことができないか、もしくはそもそも健康状態に対し
て無頓着である可能性がある。確かに、社会生活を営
んでいくためには、仕事のリズムに合わせて適応して
いく心身の能力やレジリエンスを身につけていくこと
が必要である。しかし、そうした適応過程には負担が
伴うものであり、それが過度となった場合、休養を取
らずに無理を続けていくと失調をきたすことになる。
このことは、身体だけでなくメンタルヘルスとの関連
も大きい。たとえば、睡眠時間や睡眠のタイミングを
主とした生活リズムは、うつ状態との関連が大きいと
いわれており、こうした睡眠をはじめとした生活リズ
ムを調整することは、うつ状態の緩和に対して重要性
を持つ。

7  それぞれの生活習慣を明らかにするという 
心理援助

生活習慣病の療養支援全体を考えると、身体的治療
や具体的な生活習慣に関する助言が必要となるため、
臨床心理士として何がどこまでできるかは考えなけれ
ばならないが、最低限心理的援助者として生活習慣病
を抱える人に対してできることは、まずはワークライ

フバランスや心身の健康に関連する生活習慣（たとえ
ば、食事、運動、睡眠、対人関係、ストレスについて
など）に対する現状をつぶさに聴取して患者のセルフ
モニタリングに活かしたり、その情報を他職種と共有
していくことであろう。聴取の際には、行動変化ステー
ジモデル（Prochaska & Norcross, 2018）に基づいて、
対象となる健康行動に対する動機や実行度の程度につ
いて本人に数量的評定をしてもらうという方法もある。
その他の心理技法については『糖尿病医療学入門』（石
井、2011）などに詳しい。また、その際に治療動機や
コンプライアンスが不良であれば、その背景を聴取し
ていくことも重要であろう。動機づけ不良の背景には
さまざまな理由が考えられるが、同じ生活習慣病を治
療している近しい人を亡くされた体験などから健康的
な生活習慣や治療行動をとること自体に抵抗がある場
合もあるし、仕事上のやむを得ない事情から法制や政
策などで謳われる健康的な生活の指針と実際の生活が
意味あるものとして結びついておらず解離している場
合もある。また、そもそも種々の健康行動の内容を知
らない、知っていて動機があってもその遂行が難しい、
ということもある。動機付けの際には、可能であれば、
適切な健康行動によってその人のどのような側面にお
いて生活習慣病やQOLが改善される可能性があるのか
を、具体的なデータや事例に基づいて伝えるとよいで
あろう。また、生活習慣病の発症・増悪要因の一つで
あるストレスのチェックとその対処に関する心理教育
も重要となる。労働安全衛生規則の改定（厚生労働省、
2018）により、ストレスチェックの実施者として、新
たに心理専門職の国家資格である公認心理師が挙げら
れたことは、心理職がストレスにかかわることの重要
性を裏付けるものである。

8 自分にあった健康への階段を作り歩む

中高年の生活習慣病の方にかかわる際には、さまざ
まなライフサイクルや病期の方とかかわる可能性があ
る。かかわりによって健康状態を改善・維持・向上で
きる場合もあれば、すでにいくつかの不可逆的な疾患
を発症している場合も多いと思われる。いずれの場合
も大切なことは、それぞれの人が生きている人生に対
する真摯さを理解しようと努め共感を示すこと、そし
て各段階での心理・行動面でのかかわりが心身の健康
に対してそれが大きなものであれ小さなものであれ、
肯定的な意味を持っているということを、実感を伴う
かたちで援助関係の中で共有していくことだろう。こ
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のことによって、それぞれの生活習慣病の人が自分に
あった心身の健康への階段を作り、歩みを進めていく

ためのこころの素地ができるのではないだろうか。
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