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Introduction :
Japanese Health and Welfare Co-operative Federation (HeW Co-op JAPAN) is a Co-operative that operates medical and long-term care facilities. We are always working
on a community planning that helps people to live in peace in their familiar region with mutual aid and health promotion. The Tokyo Health Co-operative Union is one of
HeW Co-op JAPAN members and consists of 50,000 members that include medical staffs and community members. We manage the institution at the center of Tokyo,
Japan. One of community members, Zenjiro KIKUCHI will join in this conference. (“I am the chief of Doshida-Oizumi branch of Tokyo Health Co-op and NOT a medical
staff. I am a citizen.”)
Purpose/Methods:
We had set nine health promotion courses to improve the health of the individual and personal skills. We called them "Health Challenge". We selected one of them
respectively and continued it during two months. There were 105 participants (15% of all 700 members in the branch community) in the area of the Doshida-Oizumi branch
of our co-op. We recorded data every day. Two months later, we did the questionnaire and analyzed the data.
Process and results:
1). A total of 15 people (the executive committee members of the branch and Niji-no-kakehashi-san, or journal distributors) distributed Health Challenge Sheets to 105
participants.
2).The entry rate was 15 % of all branch members. (The Co - op’s target was 5 %)
3).The executive committee made letters of encouragement and distributed to all 105 participants in mid-course.
4).Committee members (15 people) visited participants and collected report forms. (They collected 93 report forms. It was 88 % of the total.) Among them, 88 forms
(84 %) were valid. They were able to achieve a high recovery rate owing to the good communication made through the hearing of the process.
5).Concerning the age of participants, the great majority were 70s (55 %).
6).The vast majority of participants wrote positive feedbacks.
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Health checks on the street corner

Nine challenge courses

Numbers

1

Blood pressure checks in the early morning

37

2

Everyday body weight checks

38

3

Low-salt diet

8

4

Eating vegetables everyday

12

5

Tooth brushing after every meal

41

6

Walking

18

7

Quit smoking

4

8

Favorite exercise

13

9

Good sleep

26
Total

Cherry blossom viewing party of a team
Feedbacks of the Health Challenge

197

Multiple entries allowed
Comments from participants (abstract):
- I looked back on my dietary life and found that I had not eaten enough vegetables. I am going to make
improvements utilizing my late-evening snacks. The letter that I received halfway was helpful.
- I found the difficulty of brushing my teeth late at night caused by my late bedtime. The course was helpful
to improve my quality of life. Thank you very much.
- This time I could not fill the all check items, but I am going to continue recording in the future.
- I made my best effort because my junior Co-op members also joined the program.
- I expected a test paper for the measurement of the urine sodium, but it was not delivered. I regret it.
- The daily check becomes a habit. It is effective to improve my health.
- I tried three courses – blood pressure checks, body weight checks and tooth brushing. I found that
everyday awareness was important.
Conclusions:
Answers to the questionnaire included an opinion of much affirmation. 90% of participants continued their
"Health Challenge" for two months. They thought they were able to recheck their behaviors and lifestyles :
nutritional balance, exercise, the tooth brushing after every meal. In addition, 10% of participants who
stopped had forward plans for health promotion.
The incentive and the recognition of the health rooted for all community members.
Moreover, opportunities to interact with the participants had increased by handing questionnaires directly.
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A exercise on the general meeting
of the Doshida-Oizumi branch

演題 ヘルスチャレンジを通して「地域まるごと健康づくり」

～地域住民からの結果報告～

東京保健生活協同組合 菊池善次郎1)、齋藤文洋2)、根岸京田2)、土支田・大泉支部支部運営委員一同
1)土支田・大泉支部支部長 2）大泉生協病院

はじめに 

目的と
方法

医療福祉生協は医療・介護事業を経営する協同組合です。医療・介護に携わる専門家である職員組合員と地域住民である組合員で構成されてい
ます。住民組合員と職員組合員は力を合わせて、①医療機関や介護事業所の事業を通して地域住民の要求に応え、また、②地域の健康づくりや
助け合いの活動を通して、住み慣れた地域で「安心して暮らし続けられるまちづくり」に取り組んでいます。住民組合員は、日常的に主体的に、班会
やたまり場の運営、高齢者の見守り活動など、健康づくり運動をすすめています。



東京保健生活協同組合は、日本の首都、東京において５万人の組合員が参加しています。そして、５０年の歴史のある生協です。



本カンファレンスには、地域住民のメンバーの一人である菊池善次郎が参加しています。私は、土支田・大泉支部の支部長です。医療従事者では
ありません。私は地域住民です。



２０１２年１０月～１１月の２ヶ月間、自らの健康度をステップアップすることを目的に９つのコースの中から自ら選択し、実践する「ヘルスチャレンジ」に
とりくみました。その中で土支田・大泉支部では組合員７００人のうち15％の１０５人が参加しました。組合員は毎日、記録表をつけ、２か月後にふりか
えりを行いました。

とりくみの
経過と結
果

①支部運営委員と「虹のかけはしさん」（機関紙手配り配布協力員）１５名が、エントリーした１０５人に用紙（ヘルスチャレンジシート）を配布しまし
た。
②エントリー率は、支部組合員の15％でした（生協の目標は5％）。
③途中、励ます手紙を支部運営委員会で作成し、エントリーした１０５名全員に配布しました。
④記録用紙は、支部役員等の１５名が回収のためエントリーした組合員宅を訪問し、９３名分を回収しました（回収率８８％）。うち、有効記載シート
は８８枚（84％）でした。とりくみの経過を聞きながら回収しましたので、対話が深まり、高い回収率となりました。
⑤ヘルスチャレンジ参加者の年齢は、７０歳代が55％と圧倒的に多かったです。
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まちかど健康チェック

考察

９つのチャレンジコース

お花見班会
人数

1

早朝血圧チェックコース

37

2

毎日体重チェックコース

38

3

塩分控えめ食習慣コース

8

4

毎日野菜を食べようコース

12

5

毎食後の歯磨きコース

41

6

ウォーキングコース

18

7

タバコバイバイコース

4

8

お好きな運動コース

13

9

ぐっすり快眠コース

26

合計

ヘルスチャレンジ参加者の感想文

197

※複数のコースへのエントリーあり

•
参加者
の感想
（抜粋）

•
•
•
•
•
•

自分の記録を見て、野菜不足を痛感し夜食でも改善に努力したい。中間の手紙良かったで
す。
深夜の就寝では歯みがきも困難であり、今回生活を見直すきっかけとなりました。ありがと
うございました。
今回は予定項目全部の記録はできませんでしたがこれからも続けます。
新加入の後輩たちがヘルスチャレンジに参加しているので先輩として頑張りました。
尿塩分測定を期待しましたが、チェックペーパーが届きませんでした。残念。
毎日の記録を続ければ習慣となり、自分の健康維持に役立ちます。
今回は、血圧測定・体重測定・歯磨きにチャレンジしましたが、毎日の心がけが大切だと思
うようになりました。

•

終了後の感想は、参加者のうち9割が2か月間続けることにより栄養のバランスや運動、
毎食後の歯磨きなど、自身の生活を見つめ直す事が出来て良かったという肯定的な意
見でした。続けられなかった参加者も、今後も継続して健康づくりに取り組んでいきたい
という肯定的な意見であり、ヘルスチャレンジに取り組むことで健康づくりに対しての意
識と意欲が根づきました。「地域まるごと健康づくり」のきっかけとなるとりくみでした。

•

また、記録用紙を直接参加者に手渡し、回収することで参加者との対話をする機会が飛
躍的に増えました。そして、仲間ふやしや生協のイベントへの参加者組織がすすむな
ど、当初想定していなかった効果もありました。

結論

東京保健生活協同組合

支部総会で体操

