今後の「食」を探る
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加齢に伴い、身体の様々な機能が低下してくると、食事や栄養摂取の面でも影響が生
じてきます。特に近年では、加齢によって筋力や心身の活力が低下した状態は「フレ
イル」と呼ばれ、介護予防の観点からその早期発見や適切な対策が重要視されるよう
になっています。フレイルの状態に陥らず、いつまでも元気に過ごすためには、どの
ような食事が望ましいのでしょうか。高齢者の食支援研究の第一線で活躍される、神
奈川工科大学の饗場直美先生にお話を伺いました。
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高齢者の栄養障害に関連する諸要因
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ら補給しようとします。つまり、体脂肪が燃える
動量が低下し、そのために筋肉量が減ってサルコ
ペニアを起こしやすくなるのです。このような事
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勧められます。順天堂大学の長田先生・山城先生
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らの研究では、老人保健施設に入所する高齢者に

しっかり担保しなければなりません。もし普通の
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小腸の周辺はリンパ節が多く、免疫に関わるリ
ンパ球がたくさん集結しています。腸を健康に保

さや低栄養の改善、食べる楽しみ、見た目の美し
さなどにも配慮された介護食品が登場しています。

農林水産省ではそのような介護食品を「スマイル
ケア食」と命名して普及を推進していますので、

形態や食文化も持っています。
このように、栄養素だけでなく、もっと幅広く

身体状況に合った食品を使用してはいかがでしょ

食文化という視点から高齢者の食を考えるべき
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だと考えています。日本ほど世界の食を楽しめ
る国はほかにありません。学校給食一つとっても、

■周りのサポ ー トも必要でし ょ うが、高齢者
本人も「食」に対して高い認識を持つ必要

主食は米飯、パン、麺とバラエティに富んでいま
す。日本人が世界有数の長寿国であるのは、世界

がありますね。

中の様 々 な食文化を柔軟に取り入れているから

いつまでもおいしく食べるためには、
「食」に興

かもしれません。

味を持ち続けることが大切です。そのためには
「食

本当に高齢者が満足できる食を追求するため

べること」
「食べるために作ること」が好きである

には、栄養素や、硬さ・軟らかさといった栄養学

必要があります。特に男性は、自分で作って食べ

的観点だけでなく、文化論的、心理学的な視点で

る力が不足しがちですから、配偶者に先立たれて

食を探求する必要があると思います。

一人残されても、自分で調理できる力を養ってい
ただきたいと思います。
今では宅配食などもありますが、それだけでは
メニューが限られますし、自分の慣れ親しんだ味
を楽しむこともできません。やはり一番は家庭の
味です。自分で食事が作れることは、人生を楽し
む意味でも大きな要素だと思います。

栄養学的視点だけでなく、文化論的、
心理学的観点からのアプローチも重要
■高齢者の食や栄養に対する、今後の展望や
期待をお聞かせください。
かつて長寿日本一だった沖縄県は、男性こそ現
在は低迷しているものの女性はいまだに上位に
位置しています。沖縄の場合、全国的にみると高
齢者の歯の健康はあまり良好とは言えませんが、
低栄養の高齢者は少ない傾向にあるようです。そ
れは、沖縄の女性は活動的であることも一因で
しょうし、また、豆腐や豚肉を多く摂取し、たんぱ
く質をし っ かり補給できていることも要因かも
しれません。肉料理も軟らかく調理されたものが
多く、歯を失っていてもしっかり食べられる食文
化があるからかもしれません。
一方、現在長寿日本一の長野県の場合、県民が
一体とな っ て減塩に取り組んできたこともある
でしょうが、野菜の摂取量が非常に多いことも長
寿に影響していると考えられます。また、海に面
していない長野県では、鯉をよく食べたり、野菜
の煮付けにちくわ等の練り製品を加える等の食

