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研究成果の概要（和文）： 
CBPR (Community-Based Participatory Research)を用いて、睡眠研究の成果を基盤とした

不眠予防・改善のための健康教育プログラムを開発し、その効果を検討した。 
 
研究成果の概要（英文）： 

A practical approach, i.e., development of an effective and feasible support program 

for insomnia in the community setting is required. The purpose of the present study was 

to develop a insomnia prevention and management program in the community setting and 

explore the feasibility and effectiveness of the program using a community-based 

participatory research approach. 
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１．研究開始当初の背景 
 

近年、睡眠研究の進展によって、睡眠の健
康づくりに有用な多くの知見が明らかにさ
れている。健康日本 21 では、「休養・こころ
の健康づくり」が設定され、十分な睡眠の確
保とストレスへの対応があげられている。し
かし、多くの自治体では、メンタルヘルスの

スクリーニングや健康教育の一部として取
り入れられたり、個別のニーズに応じて健康
相談等で対応している場合がほとんどで、睡
眠に関する保健活動は未だ着手されていな
い。 

コミュニティの健康問題に働きかけるた
めには、当事者である人々の生活や文化を理
解し、人々自身が問題を解決できる力を高め



る必要がある。米国の公衆衛生分野では、
1990 年代以降、コミュニティの人々の健康
問題の改善や生活の質の向上のために、研究
者とコミュニティの人々がパートナーシッ
プに基づいた協働活動である Community- 
Based Participatory Research（CBPR）が注
目されるようになった。CBPR で示されている
目的や具体的な方法は本邦の地域保健活動
の実践においても有効ではないかと考えた。 
 
２．研究の目的 

本研究では、CBPR を用いて、睡眠研究の
成果を基盤とした不眠予防・改善のための健
康教育プログラムを開発し、その効果を評価
することとした。 
 
３．研究の方法 
（１）CBPR に関する国内外の資料から CBPR
の背景、理念、目的、プロセス、展開に必要
な技法、アウトカム、障壁や課題について明
らかにする。 
（２）（１）の成果を基に、不眠予防・改善
のための介入プログラム試案を作成する。 
（３）上記のプログラムを施行し、その効果
を検証する。 
 
４．研究成果 
（１）パートナーシップの概念分析 
 CBPR に関する国内外の資料を検討したと
ころ、パートナーシップが CBPR の中核概念
であることが明らかになった。しかし、日米
では本概念に差異があることが考えられた。
そこで「日本の地域保健におけるパートナー
シップ」の概念を明確化し、本邦の地域保健
分野での活用可能性を検討することを目的
に概念分析を行った。 
（２）CBPR の手順に準拠した研究の展開 
 先行研究によれば、CBPR には①コミュニテ
ィメンバーを含めた運営組織をつくる、②健
康問題を特定する、③プログラムの開発と実
施、④プログラムの評価と改善といったプロ
セスがあることが報告されている。この手順
に沿って研究成果を述べる。 
①運営組織をつくる 
 本研究では、まず研究者と協力地域の行政
関係者から成る運営組織を設置した。次いで
睡眠に関する関心を高め、パートナーとして
研究に参画する住民を幅広く募るために、住
民を対象としたフォーラムを開催した。 
②健康問題を特定する 
 協力地域の住民 3600 人を対象に睡眠、生
活習慣、こころの健康に関する疫学調査を実
施した。 
③プログラムの開発と実施 
 海外文献および臨床での不眠患者に対す
る睡眠教育法を参考に、不眠を自覚している
住民を対象に、睡眠に関する集団健康教育を

試行し（3 カ年）、プログラムの目標・内容・
方法・進行等について検討を加え、睡眠の集
団教育プログラムを作成した。 
④プログラムの評価と改善 
 本プログラムが不眠症状の軽減に役立つ
ことが示された。特に、介入前の不眠の重症
度が高い対象者において不眠症状の軽減が
顕著であること、睡眠に関する不適切な信念
や態度の低減が、不眠症状の軽減と関連する
ことが示された。加えて、本プログラムには
睡眠薬の中止・減量といった副次的効果を有
することが明らかになった。 
 さらに CBPR の過程を通じて、参加した住
民、保健師、関連部署の行政担当者、そして
研究者メンバー間の相互理解が促進され、パ
ートナーシップが形成され、その結果、コミ
ュニティの力量が高まりつつあると考えら
れた。 
 なお、研究の進展過程において、CBPR の先
駆的研究者である Dr. Christmann 氏（米国）
より、適宜コンサルテーションを受けた。 
 
（３）今後の課題 
 健康問題の解決やコミュニティの力量形
成には時間を要する。特に不眠といった症状
の消長を伴う健康問題の改善やコミュニテ
ィの力量形成を目指すといった活動には、長
期的な取り組みが求められる。持続可能性の
あるシステム作り、CBPR を用いた保健事業の
効果検証が今後の課題であると考えられる。 
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