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１．はじめに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

定期的な身体活動は心疾患発症後の心血管死亡率を改善させることが知られているが、ガイドライン

に従った活動量を長期に維持できる患者は少なく、効果的な介入プログラムが必要である。近年、心疾

患患者の身体活動習慣を改善するための様々な行動変容の介入が行われている。しかし、標準化され

た方法が用いられていないために、その効果に関しては一定の見解が得られていない。そこで、他の疾

患群で効果が認められ、標準化された心理学的介入である「Motivation-Volition process model to 

promote Lifestyle-Integrated Sport Activity（以下 MoVo-LISA）」に着目した 1)。本研究の目的は、心臓リ

ハビリテーションに合わせた MoVo-LISA の効果を、無作為化比較試験で検討することとした。 

 

2．方法＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【研究デザイン】 

本研究は、ガイドラインに従った心臓リハビリテーションを行う通常治療に加えて MoVo-LISA を受け

た介入群と、通常治療のみを受けた対照群の無作為化比較試験とした。 

【対象者】 

南ドイツのクリニックで 3 週間の入院心臓リハビリテーションプログラムを受けた患者とした。取込基準

は、(a)18-75 歳、(b)過去 3 ヶ月間、身体活動が活発でない（＜週 30 分/週）、(c)虚血性心疾患の診断に

該当していることとした。除外基準は、(d)慢性心不全、(e)心臓弁の手術、(f)左室駆出率＜40％の心筋

炎、(g)心臓ペースメーカー、(h)精神障害の診断に該当していることとした。適格基準を満たした 202 名

は、介入群と対照群が 1:1 に割り付けられたランダム化リストに沿って、割り当てられた。 

【介入】 

MoVo-LISA は、以下 5 つの要素から構成された。 

○第 1 セッション：入院 2 週目に複数の患者とセラピストによるグループワークを 60 分間実施した。健康

目標を明確化し、目標達成のための運動内容を検討した。 

○第 2 セッション：第 1 セッションの 3 日後に患者とセラピストの個人面談を 10 分間実施した。最適な運

動計画を立案し、日常生活で実行できるように検討した。 

○第 3 セッション：入院最終日に、第 2 回目のグループワークを 90 分間実施した。内的・外的障壁（疲

労度や運動時間の確保）に対する自己管理方法を学習した。 

○第 4、5 セッション：退院 3 週間後に郵送でリマインダーが送られ、退院 6 週間後に電話で 10 分程度、

活動計画の実施状況を確認した。 
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【評価】 

身体活動量は、入院時（T1）、退院時（T2）、退院 6 週間後（T3）、退院 6 ヶ月後（T4）、退院 12 ヶ月後

（T5）の 5 つの時点で測定された。身体活動量測定には Bewegungs-und Sportaktivität Fragebogen 質問

紙²⁾ を用い、過去 4 週間で定期的に行った運動を最大 3 つ挙げ、各活動の頻度と時間を評価した。そし

て、各活動の頻度と時間を合計し、身体活動指数を算出した。 

【統計解析】 

欠落変数バイアスに対処するために、身体活動指数の平均値と週 75 分以上運動した者の割合につ

いて、脱落者を含む分析（ Intention-to-treat：ITT）と脱落者を除く分析（per-protocol：PP）の両方を実施し

た。ITT 分析では、欠損値は期待値最大化法にて補完された。MoVo-LISA の効果判定には、各群の身

体活動指数の比較に、年齢と性別を共変量とした共分散の反復測定分析（ANCOVA）を用いた。

ANCOVA は、T1-T3 間における両群間の介入効果の比較に関する交互作用の分析と、T3-T5 間にお

ける群内の介入効果の維持に関する主成分分析を別々に行った。有意水準は 5％とした。 

 

3. 結果＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

対象者は、介入群 100 例（年齢平均 57±8.2 歳、男性 79 例、BMI 平均 28.3±4.5kg/m2）と対照群

102 例（年齢平均 60±8.9 歳、男性 75 例、BMI 平均 29.4±5.5kg/m2）であった。 

【身体活動指数の平均値】 

身体活動指数の平均値は、T3：介入群 308 分/週、対照群 133 分/週、T4：介入群 206 分/週、対照群

128 分/週、T5：介入群 198 分/週、対照群 104 分/週であり、介入群は対照群に比べ、全ての時点で有意

に身体活動指数が高かった。ANCOVA では、T1-T3 間の介入効果に関して有意な交互作用を認めた。

介入群における T3-T5 間の変化に関しても有意な主効果を認めた。 

【週 75 分以上運動した者の割合】 

週 75 分以上運動した者の割合は、T3：介入群 92％、対照群 59％、T4：介入群 70％、対照群 46％、

T5：介入群 74％、対照群 47％であり、介入群は対照群に比べ、全ての時点で有意に割合が高かった。 

なお、ITT 分析と PP 分析では同様の結果であったため、ここでは ITT 分析の結果のみを示した。 

 

4．結論＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

MoVo-LISA は、元々活動的ではなかった心疾患患者の身体活動量を介入後 1 年まで大幅に改善

することが示された。 

 

5．私見＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

   本論文は心理学的な介入である MoVo-LISA による身体活動増加および長期的維持効果を検討し

た報告である。本邦の心臓リハビリテーションは発症後の短い入院期に限定され、外来や維持期で継続

的な介入をしている施設は少ないことから、MoVo-LISA の適用は困難かもしれない。しかし、本邦のガイ

ドライン（JCS2012）でも長期的なモチベーション維持に行動学的介入を推奨しており、現在の保険診療

の中で可能かつ標準的な方法の確立が望まれる。 
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