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地域在住高齢者の低栄養早期対応介入プログラムの開発とその評価
Intervention study of implementing and
evaluating cooking program for the purpose of
preventing under-nutrition in the elderly living in the community
The intervention of food preparation through the Otassha Cooking Class was effective in
preventing lowering of serum albumin in under-nutrition elderly subjects with serum albumin
level of 4.0g/dl or low.
As a result for 3 month the Otassha Cooking Class targeting metabolic syndrome highrisk elderly, the mean serum albumin level increased from 4.4 to 4.5g/dl in the intervention
group. The proportion of subjects with maintenance and action in stage of dietary behavior
increased from 29% to 43% in the intervention group. Appropriate exercise behavior was
maintained in both the group, but type of regular exercise increased significantly in the
intervention group. This intervention may effectively facilitate a change in exercise behavior,
although anthropometric data did not change significantly.
Since, these behavioral change did not reflect in physical measurements, a further is
required.
1．はじめに
高齢社会を迎え、後期高齢者の増加は著しく、要支援・要介護高齢者もここ数年で２倍近く増
加し、社会的負担の増大と健康寿命の伸び悩みが懸念されている。後期高齢期になるにしたがい、
歯の喪失や歯周病などによる咀嚼能力の低下、生活活動能力低下、慢性疾患の悪化、および家族
の変化や一人暮らしなどで容易に「老年症候群」
を引き起こし、やがて寝たきりや要介護へと移行し
ていくことが明らかである。老年症候群の１つに「低栄養」があげられ、生活機能を著しく低下させ
ることや、早い時期での死亡の頻度が高くなる等の報告がなされている１）
。今後、
「元気で長生き」
のための低栄養早期対応プログラムの開発は緊急の課題となってきている。
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これまで、在宅高齢者における「元気で長生きをするための食生活」
の方策を立てるため、都市部
在住高齢者を対象に、8年間の食物摂取状況の加齢変化について検討し、さらに健康の指標とさ
。長期縦断研究
れる「総死亡」を取り上げ、食物摂取状況と生存時間：生命予後との関連を試みた1）
から「元気で長生きを維持する食事」とは、年をとっても摂取目標量を維持し続けること、複雑な調
理でなく、高齢者の嗜好に合った料理、食べなれたものであることが実態から特徴づけられた。ま
た、生命予後との関連から、高齢者においては早期からの「低栄養予防」の対策づくりが重要であり、
「食欲低下」および「食事量減少」には早急な手立てが必要であることが示唆された1）
。
本研究では、地域在宅高齢者において低栄養高齢者と肥満高齢者のそれぞれを対象に、低栄
養を早期に対応した「おたっしゃ料理教室」を計画し、そのプログラムによる介入研究を行った。内
容は適正な食事量の把握、バランス良い食事の作成、調理技術の向上、作った料理を皆でおいし
く食べて共食の楽しさを味わうことをねらいとし、評価は身体・医学検査、IADLを含む心理・社会
的アンケート調査、栄養調査等から、介入効果を検討した。
2．調査対象者と方法
2-1

対象者その１
（低栄養ハイリスク者）

東京都板橋区内で行われた「お達者健診」受診者の中から、低栄養ハイリスク者を選び、2004年
から2008年にかけて「おたっしゃ料理教室」を実施した。低栄養ハイリスク者の内訳は、①血清ア
ルブミン値が3.8g/dl以下の低栄養傾向者：12名、②要支援者：７名、③一人暮らし男性：7名、④
低BMI高齢者（18.5未満）：13名の計39名である。対象者は、栄養教育および調理実習を組み合わ
せた
「おたっしゃ料理教室」
を実施した。
2-2 対象者その2
（メタボ高齢者）
対象者は2007年に実施した東京都板橋区の「お達者健診」
受診者の中から、70歳から74歳までの前
期高齢女性260名を選んだ。その内、メタボリックシンドローム診断基準により、メタボリックシンド
ローム該当高齢者52名
（20％）
（以下、メタボ高齢者とする）
を選び、2008年度の本研究の対象とした。
メタボリックシンドローム診断基準は以下のとおりである。
BMI25以上で以下のうち１項目以上該当
↓
①

②

脂質

血圧

③ 血糖

中性脂肪値

150mg/dl以上、

または HDLコレステロール値 40mgdl未満
または 薬剤治療を受けている場合
収縮期血圧 130mmHg以上
または 拡張期血圧 85mmHg以上
または 薬剤治療を受けている場合
空腹時血糖 110mg/dl
または ヘモグロビンA1cの場合 5.2％以上
または 薬剤治療を受けている場合
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メタボ高齢者52名の中、脱落者20名（都合が悪い9名、無回答11名）を除き、残り32名から、受
諾の回答が得られた。32名を無作為に介入群16名と、対照群16名に分け、比較試験を行った。介
入群は、①動機付けと目標設定

②身体活動と食事に関する教育

せた「おたっしゃ料理教室」
を実施した。対照群は

③運動と料理教室を組み合わ

①身体活動と食事について介入群と同じ情報を

提供 ②毎月1回で計3回のグループディスカッションを行った。
2-3

介入時に使用する栄養教育媒体

2-3-1

クック10法の概要

栄養の伝達の道具として、① 話の内容を理解させること
分をなごませる

② 学習意欲を高めさせること

③気

④ 自分で実践して食行動を自ら変えるきっかけにすること等が必要である。そこ

で、おたっしゃ料理教室では「いつでも」「どこでも」「誰にでも」が使えて便利な「クック10法：クッ
。これはクック10 チェックシートと手ばかり写真がセットとなり、2つを同時
クテンホウ」を開発した2）
に並行して使用し、
「10種類の食品群を」「手ばかりの量で」「様々な調理方法で」を一体化させたも
のである。内容は、10種類の食品群は魚１皿、肉１皿、卵１皿、牛乳１杯に乳製品、豆腐や納豆な
ど大豆製品を１皿、野菜4皿
（緑黄色野菜１皿、淡色野菜2皿、いも１皿）
ご飯
（麺やパン）はしっかり
食べて、おやつは果物にする。
一日に食べる量は10種類の各食品手ばかりシートを見ながら食べる量を確かめ、チェックシートに
記入する。これを数え歌にして、
「ウオイチ
ツ

ヤサイハヨサラニ

ゴハンタベ

ニクイチ

オヤツハ

タマゴイチ

クダモノ

ギュウニュウヒトツニ

マメヒト

カゾエウタ」この数え歌で一日に取りた

い食品の種類と量が目安になっており、自分の食事を○×でチェックし、とれていない食品を取って、
バランス良い食事に整える事を意図している。10種類の○の合計点を「クック10得点」とする。また、
各食品の1週間での○の合計点を
「1週間あたりの食品群クック得点」
とする。
このクック10法は松本仲子氏が描いたものを、湯川が改変して、
「おたっしゃ料理教室」受講者向
きに作成した。
2-3-2

クック10法を使って食事づくりをした結果

60歳代の女性19名を対象に、朝・昼・夕の3食を3日間、実際にクック10法で献立を考え、手ば
かりで素材を計って実践を行った。食品の摂取量では魚、肉、緑黄色野菜、芋類は一般的な目標
量を上回り、卵・乳・乳製品、淡色野菜はほぼ同量であった。栄養素の摂取量では、エネルギー、
たんぱく質、脂質、カルシウムなどは一般的な基準量よりもわずかに上回り、鉄や食塩はほぼ同量
であった。
クック10法を実践することによって、食品ならびに栄養素の目標摂取量が確保でき、バランス良
い食事内容がわかり、自分が食べたものを自己点検しながら必要な栄養を十分に摂取できるものと
考える。
2-4
2-4-1

おたっしゃ料理教室の介入内容
料理教室

介入期間は3 ヶ月間で、12週のなか、最初と最後は説明会と健診を行い、その間の10週は講話お
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よび実習形式とした。料理教室は対象者の要望が多いものや調理や献立の基本（一汁二菜あるいは
一汁三菜）を含め、
「元気で長生き」のための食生活指針にそった調理実習を作成した。10回のうち
肉料理は６回；例えばカレーライスは班毎に豚肉、鶏肉、牛肉を指示し、味の比較をするなど一工
夫をした。魚は2回、卵１回、豆腐１回であった。
教室の意義は大きく分けて３つあり、教室参加による活動推進、栄養教育、および調理実習で
ある。プログラムは食材料購入に始まり、下準備、講話、師範台での調理の説明、各班での調理
実習、供食および反省会、後片づけという流れで毎週3時間行われた。健康状態に対応した食生活
情報は、講話の形で前半15分を用いて情報提供を行った。
後半の6週間は、一日にとりたい食品を、自分でチェックしながらバランス良い食事を作るため、
調理実習に加えて、自宅でクック10 チェックシートの記録を行った。毎週チェックシートの回収を行
い、食品の取り方が少ない人には、個々に話を聞くことや、さらに良好な人には声かけや賞賛・励ま
しを行った。
2-4-2

運動教室

メタボ高齢者においては、料理教室の前に1時間の運動教室を実施した。10回のうち、前半5回
は「体の調子をととのえる運動」として体幹部の筋力向上を目的としたピラティス運動を行った。後半
5回は「体をつくる運動」として抗重力筋の筋力向上を目的とした座位の筋力運動を行った。加えて、
目標設定表を配付した。日常生活で実践するための具体的な運動の目標を設定し、運動内容の実
行状況を記録した。
2-5

調査測定項目

各調査において、身体 計 測、血 圧、血液検 査および調査票による回答を行った。血液 生化
学検査は血清アルブミン、血清総コレステロール、中性脂肪、およびHDLコレステロール、血糖、
HbA1Cを調べた。栄養素等摂取状況は3日間の留め置きによる食事記録法で栄養調査を行い、エ
クセル栄養君Ver3.0を用いて栄養素摂取量を算出した。
メタボ高齢者においては健康関連指標として、食事および運動に関する行動段階を調べた。習慣
の改善について、6段階とし、関心がない、改善しなくてはいけないと思うが実行できない、今すぐ
にでも実行したい、時々している、定期的に実行して6 ヶ月未満である、定期的に実行して6 ヶ月以
上になる、等を聞き取った。
2-6

介入の評価

介入前後の変化はPaired t-testを用い、両群間の有意性は、性と年齢を供変量とする共分散分析
（Analysis of covariance）
により検定した。
3．研究結果および考察
3-1

低栄養ハイリスク者

低栄養ハイリスク者の39名全数をまとめ、クック10法による介入結果を表１に示す。1日当たりの
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表1

表2

3 ヶ月間の介入における食品の取り方の変化
（N=39）

介入前後における血液検査測定値の変化
（N=18）

クック得点は7.9から8.4へと有意な増加がみられた。1週間当たりの食品群クック得点をみると、す
べての項目で増加がみられた。とくに、肉（P<0.05）、乳製品（P<0.01）、穀物の摂取は有意な増加
がみられ（P<0.05）積極的に取り入れていたことが明らかになった。これまで高齢者の嗜好調査など
から、肉料理においては、ハムやソーセージ、すき焼き、とんかつ等が好まれていたことから、お
たっしゃ料理教室では、肉料理に野菜や豆腐などを加えた料理で、しかも日常よく食べられる献立
にしたことが、自宅でも献立を立てやすい一因であったと考える。
次に、低栄養ハイリスク者；血清アルブミン値が3.8g/dl以下の低栄養傾向者
（一人暮らしも含む）
：
18名について、介入前後の血液生化学値の平均値を表2に示す。対象者はすでに「お達者健診」を
受診し、血清アルブミン値が3.8g/dl以下の者を本研究の対象者として選んだが、低栄養プログラム
の介入前後の血清アルブミン値は3.8g/dlを上回り、介入群で4.1g/dl、対照群4.0g/dlというように若
干の値の上昇が見られている。これはお達者健診時の検査結果と介入時の期間が数ヶ月から１年以
上も経過しており、人体側の血清アルブミン値の季節変動や検査データの時間的変動などが考えら
れる。しかし、この平均値はお達者健診を受診した全高齢者分布からみて、下位から約20％を占
めており、集団の中では低位のグループといえる。
介入前の血清アルブミン平均値をみると、介入群4.1g/dl、対照群 4.0g/dlでともにやや低めの正
常値範囲内であった。3 ヶ月間の介入後をみると、介入群では4.1g/dlで変化がみられず、対照群で
4.0g/dlから3.8g/dlへ有意な低下がみられた。介入群と対照群の間で有意な差が認められた。血清
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アルブミンは横断的観察および縦断的観察においても、加齢とともに低下傾向を示すことが示され
。また、血清アルブミン値は呼吸不全患者における予後の危険因子とされ、血清アルブミン
ている3）
値が低い高齢者は早期に死亡することも知られている。本研究結果から、介入効果により、血清ア
ルブミン値の低下が抑制されたことは有意義なことと考える。地域在宅高齢者の約10％は血清アル
ブミン値が、3.8g/dl以下であり、低栄養になる前の低栄養傾向者に対し、実践を伴った教室型の
料理教室プログラムは有用であることが示された。
一方、血清総コレステロール、ＨＤＬコレステロールは両群で有意な低下があるものの、介入群と
対象群の間で差はなかった。中性脂肪には介入前後あるいは群間で変化はみられなかった。3 ヶ月
程度の介入では影響をうけないことがうかがえた。
。
3-2

メタボ高齢者

最近になって過剰栄養による肥満を、栄養不給と逆の意味での栄養失調状態として低栄養のなか
に含めている人もある。本研究での低栄養早期対応プログラムでは、従来からの栄養不足の対象の
他に肥満高齢者も加えた研究を行った。以下に、メタボ高齢者の介入結果を示す。
3-2-1

食習慣の改善

行動変容は長期間にわたって段階的に達成されるので、それに併せた支援モデルが必要となる。
Prochaska4）のモデルにおいては行動の変化を、無関心期、関心期、準備期、実行期、維持期の
段階に分類し、それぞれの段階に併せた保健指導の方法が提示されている。本研究では食生活
習慣の行動変容を実行期・維持期に注目し、
「食習慣の改善を実行して6 ヶ月未満である、食習慣
の改善を実行して6 ヶ月以上になる」を食習慣の改善の指標とし、介入前後での割合を図１に示した。
介入群の介入前は28.6％、介入後は42.9％と増加がみられた。一方、対照群は13.3％から6.7％に減
少した。
次に、行動の変化をプラス変化、変化なし、マイナス変化としてその割合をみると（図2）、介入群
はプラス変化28.5%、変化なし71.5%に対し、対照群はプラス変化20％、変化なし40％、マイナス
変化40％であり、介入群では良好な変化がみられた。介入群は行動を遂行するための動機づけとし
て、自分の身体計測値の自己確認、成功体験の講話などから自己強化が図られたものと考える。ま
た、本プログラムではドロップアウト者がなく、ほぼ受容されたプログラムであったことが示された。

図1 食生活習慣の行動変容における維持期と実行期の対象者の割合

図2 食生活習慣の行動変容における対象者の段階変化の割合
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3-2-2 運動習慣の改善
運動習慣の行動変容を実行期・維持期に注目し、
「定期的な運動を実行して6 ヶ月未満である、
定期的な運動を実行して6 ヶ月以上になる」を運動習慣の改善の指標とし、介入前後での割合を図
3に示した。介入群の介入前は42.9％、介入後は42.9％と変化がみられず、対照群でも46.7％から
40.0％というようにわずかな減少に止まった。
定期的に運動するスポーツの種類の変化を介入前後で見ると（図4）、介入群は増加した73％、変
化がない20％、減少した7％であった。対照群は増加したが20％、変化なし60％、減少した20％で、
介入群において有意に定期的に運動するスポーツの種類が増加した。

図3 運動習慣の行動段階における維持期と実行期の対象者の割合

3-2-3

図4

定期的に運動するスポーツの種類における対象者の割合の
変化

身体計測および血液生化学検査

表3に身体計測および血液生化学検査値の平均値の変化を示した。血清アルブミンは介入群で
4.4g/dlから4.5g/dl、対照群は4.4g/dlから4.3g/dlに減少し、介入群で有意な増加がみられた。
HbA1cは介入群で5.4％から5.3％に減少、対照群でも同様な結果であった。BMIは介入群で26.5
から26.1に有意な低下がみられた。5 メートル通常歩行は介入群で4.3秒から3.9秒に速く歩くことが
できた。握力も介入群で有意な増加がみられた。しかし、これらは、対照群との交互作用でみると
有意な差はみられなかった。
メタボ高齢者に対する栄養プログラム「おたっしゃ料理教室」は、肥満改善に力点をおき、食事カ
ロリーを減らす、身体活動量を増やすことを基本にした。おたっしゃ料理教室を通して、食事の自己
点検ができた点は、①バランスよい食事（量と食材の種類）を知ることができた、②いつもは家族で
大皿で食べていたが、食べる量を測るため一人用皿にした、③うす味付けが身についた、④噛んで
なかった、⑤皆と食べるとおいしい、などがあげられた。70代前半の高齢者で、血清アルブミン値
の上昇が見られたことは、本プログラムが有用であったものと考える。一方で、メタボ高齢者の運動
には、膝の痛み、腰痛が多く、一番身近なウオーキングができないなど中年者と異なっていた。室
内でできる無理のない範囲でピラティス運動を取り入れて実施した結果、行動の変容はしたが、体
重減少までにはいたらなかった。今後は、さらに、メタボ高齢者に対する運動の長期的効果など検
討を要する。
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表3 メタボ高齢者における身体計測値および生化学検査値の変化

4．まとめ
①血清アルブミン値がやや低めの4.0g/dl以下のグループでは血清アルブミン値が低下するのを抑
止することができた。食事づくりの回数が増え、バランス良い食事がとれるようになった。②メタボ
高齢者では食行動および運動習慣に変化がみられた。介入群では血清アルブミン値の増加がみら
れたが、体重の低下にはいたらなかった。③おたっしゃ料理教室は社会活動の一つとして、あるい
は、低栄養予防に有効であると考える。自分の食事をきちんと管理できることは自己実現につなが
り、ひいては健康寿命を延ばすことが期待できる。
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