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ぶれない食事指導のための食習慣アセスメントの基礎知識と専門職技術

■専門職業務に耐える測定ツールが必要です。

■対象者が食いつく魅力ある支援が必要です。

（参考図書・資料）
http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/

佐々木敏. わかりやすいＥＢＮと栄養疫学. 同文書院、2005

佐々木敏. 栄養データはこう読む！. 女子栄養大学出版部、2015

E-mail: stssasak@m.u-tokyo.ac.jp, 

Website: http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/

東京大学大学院医学系研究科社会予防学分野
佐々木敏（ささきさとし）

■ミニ演習



■なぜ食事指導は嫌われるのか？

対象者が自分にあった食行動を正しく選択できるための支援

■そもそも私たちは正しい栄養知識をもっているのか？

■臨床検査値から食事指導は無理。なぜか？

■あなたは栄養データを読めるか？

■人は自分（個人情報）に興味がある

■個人だけでなく集団も原因を知ること。

または、なぜつづかないのか？

なかなか的に当たらない。

栄養士はすごい。…かな？

自分のことを考えたらすぐにわかる。
エネルギー管理と栄養素管理はちがう。
BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）
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栄養調査の未来は？ ■ミニ演習



一般人とのちがいクイズ

正しいほうを選んでください。理由も答えてください。

■○○控えめ カロリー エネルギー

■○○の過剰摂取 食塩 塩分

■○○のバランスがたいせつ

三大栄養素 エネルギー産生栄養素

■ 1990年から2010年。20～60歳のBMI平均値、男女それぞれ

（男性は）減った ほとんど同じ 増えた

（女性は）減った ほとんど同じ 増えた

■高尿酸血症・痛風の予防や改善には特に○○を避ける

ビール 醸造酒 酒類全部



エネルギーの単位がカロリー（kcal）

○○控えめ

カロリー エネルギー

エネルギーの本当の単位はジュール（J）。1kcal=4.184kJ

日本人の食事摂取基準（2015年版）45ページ

体重の単位はキログラム（kg）

身長の単位はセンチメートル（cm）

などと同じ関係。

エネルギーとは、仕事をすることができる能力。

運動エネルギー、位置エネルギー、熱エネルギー、など。

さまざまなものの単位は、
国際単位系（SI）で定められている。

ただし、アメリカの栄養学だけは、エネルギーのことをカロリー（calorie）と

呼ぶことがある。日本はこの習慣を取り入れたものと思われる。

栄養学でだけ、kcal を用いることが認められている。



食塩。塩化ナトリウム。NaCl。

○○の過剰摂取

食塩 塩分

塩分には食塩又は食塩相当量としての意味はない。
日本人の食事摂取基準（2015年版）249ページ

塩化ナトリウムは、
容易に水に溶けて、ナトリウムイオン（Na+）と塩素イオンになる（Cl-）。
栄養学的に意味を持つのは、 Na+のほうだけ。
そこで、Na+を単にナトリウム（Na）と呼び、さらに、単に食塩と呼ぶこ
とがある。

【塩分】辞書（広辞苑、第六版）によると、固体・液体に含まれる塩類の量。

【塩類】塩（えん）に同じ。

【塩（えん）】酸の水素原子を金属または他の金属性基で置き換えた化合物の
総称。すなわち、酸を塩基で中和する時、水とともに生じるもの。塩化ナトリ
ウム・硫酸アンモニウム。 中和反応（中３理科）

塩分の仲間
炭酸水素ナトリウム（NaHCO3）。重曹。ベーキングパウダー。
塩化マグネシウム（MgCl2）。苦汁（にがり）。



○○のバランスがたいせつ

三大栄養素 エネルギー産生栄養素

エネルギー産生栄養素を使っている。
日本人の食事摂取基準（2015年版）153ページ

栄養素は、エネルギーを産生するかしないかで２つに大別される。

エネルギー非産生栄養素≒ビタミン類、ミネラル類

エネルギー産生栄養素 たんぱく質

脂質

炭水化物

アルコール（必須栄養素ではない）

三大栄養素

三大栄養素と呼んでもよい。しかし、三大栄養素のもつエネルギーを足して
も総エネルギーにならない場合がある（アルコールを摂取している人）。注
意を要する。

エネルギー産生栄養素を使うほうが安全（誤りがない）。



記述疫学は医療の基本

成人：国民健康栄養調査、国民栄養調査（厚生労働省）（1974年は報告なし）

17歳：学校保健統計（文部科学省）

男性 女性

1940年
生まれ

日本人は太ってきたか？



プリン体

プリン体と痛風の関係

ひとは証拠（事実）よりも理屈（論、因果推論）が好き

尿酸

血中濃度が上がる

妨げる

プリン体が入った…

ビール 魚・肉・その他

アルコール

たんぱく質

しかも、単純な因果推論が好き。

尿に排泄される

促進する

痛風



決め手は疫学研究

20歳～54歳の日本人男性3310人。お酒の摂取量を調べ、その後6年間の高尿酸血症
の発症を観察した。529人に高尿酸血症が発症した。

高尿酸血症の発症に影響を与えると考えられる他の要因（年齢、肥満度、喫煙、運
動習慣など）の影響は統計学的に除いてある。

Nakamura K, et al. 

Nutr Metab Cardiovasc Dis 

2012; 22: 989-96.
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なぜ栄養指導は続かないのか？ 患者の目

Maccabi Health Service：イスラエルの270人の栄養士にアクセスした
190万人の保険加入患者から成っている。疾患はさまざまな生活習慣病
（糖尿病、循環器疾患、肥満、脂質異常症など）。患者は年間14回まで無料でカ
ウンセリング（指導）を受けられる。初回は最低30分、2回目からはお
よそ15分。
しかし、40～50％の患者は1回しか指導を受けていない。

1回のみ

3回以上

6グループ（1グループの人数は不明）

6グループ（1グループの人数は不明）

フォーカス・グループ・インタビュー（質的研究）

#18132. Endevelt R, et al. Patient Preference Adherence 2014; 8: 147-54.



なぜ栄養指導は続かないのか？ 患者の目
継続的な栄養指導の障壁についてのコメントから

■食事指導が（プロセスというよりも）1回きりのイベントだ
と感じたとき
最初に私が欲しかったのは情報をもらうこと、許される食べ物、健康的な

食べ方、していけないこと…。栄養士は私を導いてくれたし、それで私には
十分だった。もう一度行こうとは思わなかった。

■1回めの指導だけで、課題は適切に説明されきったと患者が
感じたとき
ある患者は、「患者は戻ってこない、なぜなら、将来の指導でいま知って

いること以上の何かを習えるとは考えないからだ」と言った。同様の意見は
インタビューのなかで批判的な言い回しで何度も登場した。たとえば、2回
行ったけど2回とも同じだった。『もうじゅうぶんだ』と独り言を言った。

1回だけで止めてしまった人たちの声

#1813. 2Endevelt R, et al. Patient Preference Adherence 2014; 8: 147-54.



なぜ栄養指導は続かないのか？ 患者の目
継続的な栄養指導の障壁についてのコメントから

■ルーチン化したカウンセリング
何人かの患者は「自分が栄養士から受けた助言は一般的なものだとわかった」と

言った。

たとえば、それは基本的で標準的なメニューであり、それは、あなた（栄養士）
が許可したり禁止したりするものであって、私にとってどうかについては私に相談
してくれない。まさに標準的なんです。ザ・メニューって感じ。それで全部、ね。
まるで、メニュー遊び、それがすべてって感じ。

提案されたメニューが自分の生活スタイルに合っていないときに治療を止めてし
まった。私は自分で料理をするけれど、でも忙しいから、そこにあるものなら何で
も食べてしまう。だけど、栄養士は私の生活全部を変えろという…。これは私には
無理です。

栄養士は、食べるもの、食べた時刻、なぜそれを食べたのかを記録してほしいよ
うで、そのために、私がいつもしているたくさんのことや、私がしたいたくさんの
ことを諦めてほしいようです。それは私にできることを超えています。

#18132. Endevelt R, et al. Patient Preference Adherence 2014; 8: 147-54.

1回だけで止めてしまった人たちの声



■なぜ食事指導は嫌われるのか？

対象者が自分にあった食行動を正しく選択できるための支援

■そもそも私たちは正しい栄養知識をもっているのか？

■臨床検査値から食事指導は無理。なぜか？

■あなたは栄養データを読めるか？

■人は自分（個人情報）に興味がある

■個人だけでなく集団も原因を知ること

または、なぜつづかないのか？

なかなか的に当たらない。

栄養士はすごい。

自分のことを考えたらすぐにわかる。
BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）：食事アセスメント
エネルギー管理と栄養素管理はちがう

栄養調査の未来は？



収縮期血圧： 142mmHg

拡張期血圧： 86mmHg

LDLコレステロール： 154mg/dl

他に異常値はなし。

「健診の結果」です。

どのような食事指導をしますか？

指導のための具体的なことば（文章）を作ってください。
（例）・・に注意して・・は週に１回くらいにしてください。



健診の結果、血圧が高く、LDLコレステロールが高いことがわか
りました。
収縮期血圧： 142mmHg

拡張期血圧： 86mmHg

LDLコレステロール： 154mg/dl

塩辛いものを避け、揚げ物にも注意してください。
ラーメンのスープなどはできるだけ残すようにしてください。塩
分を少なくするためには、お酢をうまく使うことをお勧めします。
おしょうゆの代わりにレモンをかけて食べるのもよいです。
揚げ物は避けてください。揚げ物を食べるときには衣はできるだ
け食べないように気をつけてください。
野菜はたっぷり食べるようにしてください。コレステロールの多
い食品（イクラなど）には気をつけてください。

２つの「健診の結果（食事指導付き）」をお見せします。
あなたご自身の結果だと思ってください。

どちらが魅力的ですか？



健診の結果、血圧が高く、LDLコレステロールが高いことがわかりま
した。
収縮期血圧： 142mmHg 拡張期血圧：86mmHg

LDLコレステロール： 154mg/dl

食塩摂取量：約11.0g/日 アルコール：約2.2合/日
飽和脂肪酸：

食塩はほぼ人並みですが、
お酒の飲みすぎは血圧にはよくないですね。
LDLコレステロールには飽和脂肪酸をとり過ぎないようにしたいとこ
ろです。どの食べ物に問題があるか、図をみて考えましょう（あなた
の場合の問題は乳製品ですね）。

％E　＝　総エネルギーにしめる割合（％表示）
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栄養素摂取と高血圧との関連（特に重要なもの）

まず、全体像を定性的に頭に入れよう
次に、量的な関係をみよう

ナトリウム（食塩）

肥満エネルギー

高血圧

日本人の食事摂取基準（2015年版）



臨床データだけで行う食事指導は精度も効率も悪い

高血圧 食塩

カリウム

エネルギー

アルコール

漬物
みそ汁
麺類のスープ
煮物の時間
肉・魚類加工品
調味料（レモン！）

野菜
果物
煮汁に出ていく
精製すると減る
・・・
・・・

病気と食品・食行動を（栄養素を考えないで）結びつけるのは無理。

対象者の食品・食行動・栄養素摂取量の情報が必要。

病気 栄養素
食品
食行動



日本人の食事摂取基準（2015年版）策定検討委員会 資料 2014/02/03（月）

図５ 食事摂取基準の活用とＰＤＣＡサイクル
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エネルギー管理と栄養素管理はちがう。
BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）

栄養調査の未来は？ ■ミニ演習



過去１か月間における朝食の主食（ごはん－パン）[回/週]別にみた、相対的な食品群摂取量
ほぼ毎朝パンを食べていた人たちの摂取量（g/日）を100とした場合の相対的な摂取量（％）

#5175. Sasaki S, et al. J Community Nutr 2002; 4: 83-9.

（問）下の図を見て、次の問いに答えてください

朝食にパンを食べている人たちにではなく、朝食にごはんを食べている人たち
のほうに「特に」どのような食習慣の改善を指導しますか？ 30文字以内で答
えてください。

１
日
全
体
の
摂
取
量

1771人の大学１年生女子

ここの
人たちに
特に
言いたい！



過去１か月間における朝食の主食（ごはん－パン）[回/週]別にみた、
平均食品群摂取量（g/日）

#5175. Sasaki S, et al. J Community Nutr 2002; 4: 83-9.

１
日
全
体
の
摂
取
量
（

g
）

朝食タイプ別にみた、食品群摂取量の平均値

ここの
人たちに
特に
言いたい！



朝食にパンを食べている人たちにではなく、朝食にごはんを食べてい
る人たちのほうに「特に」どのような食習慣の改善を指導しますか？
すべての人に指導すべき内容は書かないでください。

20文字以内で答えてください。的確で短いほどよい回答だとします。

■対象者向けの文章（読み上げればよいように。）

■その理由（専門職間で説明に使うもの。）



相
対
的
な
摂
取
量

-5～-7回 -1～-4回 0～2回 3～5回 6～7回

朝食にごはんを食べている人に特に何を指導したいですか？

過去１か月間における朝食の主食（ごはん－パン）[回/週]と１日あたりに摂
取した主な栄養素（gまたはmg）の関連

1771人の大学１年生女子

食塩

鉄

食物繊維

カルシウム

総脂質

飽和脂肪酸

ビタミンC

どの線がどの
栄養素だと思
いますか？

比較基準
とした
群

ビタミンC
鉄

食物繊維

#5175. Sasaki S, et al. J Community Nutr 2002; 4: 83-9.

飽和脂肪酸

総脂質

カルシウム

食塩



朝食にパンを食べている人たちにではなく、朝食にごはんを食べてい
る人たちのほうに「特に」どのような食習慣の改善を指導しますか？
すべての人に指導すべき内容は書かないでください。

20文字以内で答えてください。的確で短いほどよい回答だとします。

■対象者向けの文章（読み上げればよいように。）

■その理由（専門職間で説明に使うもの。）



食事をみる

栄養素で判断する

食事で指導する

栄養素で評価する

人は栄養素で生きている。食品で生きているわけではない。

からだが必要とするのは栄養素。食品ではない

食品は栄養素をからだのなかに届けるトラックである

「食事・食品」と「栄養素」の関係



■なぜ食事指導は嫌われるのか？

対象者が自分にあった食行動を正しく選択できるための支援

■そもそも私たちは正しい栄養知識をもっているのか？

■臨床検査値から食事指導は無理。なぜか？

■あなたは栄養データを読めるか？

■人は自分（個人情報）に興味がある

■個人だけでなく集団も原因を知ること

または、なぜつづかないのか？

なかなか的に当たらない。

栄養士はすごい。

自分のことを考えたらすぐにわかる。
エネルギー管理と栄養素管理はちがう。
BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）

栄養調査の未来は？ ■ミニ演習



どちらが気になりますか？

■あなたの結果です。
（仮想データです）

■宮崎県成人1460人の平均値です。
（仮想データです）

バランス良く食べていますか？

単位は％エネルギー 日本人の食事摂取基準（2015年版）

単位は％エネルギー

平均値は心に響かない。



エネルギー管理と栄養素管理はちがう。

総論（p.20）図６ 食事摂取基準の活用と食事摂取状況のアセスメント

栄養素
管理

エネルギー
管理

参考
情報



過小申告
国民健康・栄養調査（2013年）で得られた年齢階級別のエネルギー
摂取量平均値と日本人の食事摂取基準（2015年版）の推定エネル
ギー必要量（身体活動レベルⅡ）の比較

食事アセスメントで得られたエネルギー摂取量は指導に使ってはならない。

（kcal/日）
（％）

（歳） （歳）



減量（体重を減ら）したいときはどうするか？

■エネルギー必要量は示さない（わからないから示せない）

■毎日○○kcal分だけ食べ控えればその分体重が減る。ただし、その体重減
少が何gかは人によって異なる。しかし、確実に体重は減る

■アセスメントをして を食べていることがわかったら、 を止める

■「1日に食べるカロリーを○○○○kcalにしましょう」とは言わない

■「体重日記」と「控えた食べ物日記」をつけてもらう



主な食事調査（食事アセスメント）法

陰膳法

食事記録法 思い出し法

生体指標

調理師は食材によって包丁を変えるそうです。知っていましたか？

食物摂取頻度法質問票
食事歴法質問票

13/36

写真法
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16日間秤量食事記録調査より（ある３人）

果物(g/日)野菜(g/日)

「ある日」を調べても「習慣」はわからない。 生活習慣病指導に結びつかない。

内部資料

日間変動（食品群）

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻料理）を５～６SV食べましょう。果物を２SV食べましょう。

言うのは簡単だけど、どうやったらわかるのだろうか？

言いっぱなし？！



健康な中年男性３人の１日ごとのエネルギー摂取量（16日間秤量食事記録調査）

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

k
c
a

l/
日

日間変動

仮に体重変動だと考えると、その大きさに驚く

40kg

60kg

50kg

日間変動はとても大きい。



カルシウムはどれくらい必要かを示す理論曲線
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参加者数：689人。解析人数：676人（女性。エネルギー摂取量が推定エネルギー必要量（身体
活動レベルⅠ）の50％以上、かつ、同レベルⅢの150％未満の者）。推定エネルギー必要量を
摂取していると仮定した場合の平均摂取量（重量/日）

ある会研修会の実習で得られた結果（一部）
BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）



この小さな

ドキドキ感がよい

BDHQ個人結果帳票：自分の結果

ひとはみんな「自分」に興味がある



BDHQ（質問票）

全４ページ（A3両面1枚）

15分

☑

☑



最近1か月間の
食習慣（食事のとり方）を知るこ
とができる
簡便な質問票です

＜A4で4ページ分＞

BDHQ：回答にあたっての注意事項

1人あたりの回答時間は
およそ15分です

【最重要】
表紙を読む・読んでもらう！



低レベル

中レベル

高レベル

チェックや再回答
がほとんどできな
い場合

チェックや再回答
はできるができる
だけ避けたい場合

チェックや再回答
ができ、できるだ
け正確な結果を得
たい場合

ID、調査年月（空白）、生年月
（空白）、主食部分（空白）、2

～4ページで1段全部の未回答、4

ページ全体の未回答（空白）

低レベルに加え、
主食部分（内容）、お酒（内容）

すべて、
ただし、コーヒー紅茶に入れる砂糖（空
白）、白米以外のごはん（空白）は除く

最高レベル もっとも正確な結
果を得たい場合

すべて

チェックや再回答（再アセスメント）をどこまで行なうかをあらかじめ決めておき
ましょう。

「簡単に」は「精度の悪い結果」となり、けっきょく、対象者のためにならないこ
とをよく考えてください。

（空白）= 空白だったらもう一度尋ねる、（内容）= 内容に疑問があったらもう一度尋ねる。

求めるレベルと回答チェックの方針



BDHQをアンケートと呼ばないで！

アンケートと呼んだ人には使用許可を与えていません。

回答者には、
「ありがとうございました」ではなく、
「お疲れさまでした」と言おう

■回答を依頼するときには、
質問票の上に、必ず、個人結果帳票サンプルを置こう。

■結果返却時の説明体制を作らなくてはならない。

個人結果帳票があると回答率（研究参加率）が上がります

（参考）アンケートという専門用語はないそうです。

J3773. 佐藤郁哉. 不思議の国を社会調査--用語モドキたちとの訣別をめざして--. UP 2015; 44(10): 10-7.



「食事アセスメント」に求められる条件

■安い！（職員の労働も計算に入れること）

■速い！（職員の労働も計算に入れること）

■対象者の負担が少ない

■対象者にとって魅力的（な結果が返る）

■標準化が容易

■欠損値や非論理値のチェックと再調査が容易

■データの入力と処理が容易かつ安価

■データ構造が統一されている

■データの保存が容易

■妥当性がある程度、明らかになっている

回答（記入）15分

入力（機械：2秒）
（手：2.5分）

Excelファイル

BDHQは、



質問票とは

1枚。

質問票のタイトルがない。

質問番号がない。

フォント（文字の種類）が４つ使われている。

紙は真っ白ではない。

紙は中厚紙。

記入方法が表紙で細かく説明されている。

質問は横、選択肢は縦に並んでいる。

文字や番号や○ではなく、✔で答える。

数字を記入する箇所は1つに集まっている。

豚と牛が1つなのに、野菜が9種類にも分かれている。

答え忘れやすい質問が4か所ある（失敗作）

すべて深い意味（科学的な理由）があります。プロの仕事です。

たとえば、BDHQでは、



BDHQ 個人結果帳票（部分） 一般基本編（信号の色）

両面１枚のオモテ（対象者用）



「信号の色」の規則

EAR,RDA AI DG
1（赤） EARの1倍未満 AIの0.7倍未満 DG下限の0.7倍未満
2（黄）

3（青） RDAの0.95倍以上 AIの0.9倍以上

4（黄） なし なし

5（赤） なし なし DG上限の1.3倍以上

EAR1倍以上＆RDAの
0.95倍未満

DG下限の0.7倍以上1
倍未満

DG下限の1倍以上、
DG上限の1倍未満

DG上限の1倍以上1.3
倍未満

AIの0.7倍以上0.9倍未
満

身体活動レベルは２（ふつう）と仮定。エネルギー摂取量は推定エネルギー必要量に等
しいと仮定。



BDHQ 個人結果帳票（部分） 一般基本編（信号の色）

両面１枚のウラ（栄養士用）



BDHQ 個人結果帳票（部分） 疾患編：高血圧症

両面１枚のオモテ



BDHQ 個人結果帳票（部分） 疾患編：高血圧症

両面１枚のウラ



BDHQ 個人結果帳票（部分） 疾患編：脂質異常症（高LDL血症）

両面１枚のオモテ



BDHQ 個人結果帳票（部分）

両面１枚のウラ

疾患編：脂質異常症（高LDL血症）



BDHQ 個人結果帳票（部分） 疾患編：２型糖尿病

「何カロリー食べよう」（指示カロリー）は言わない。実行できないし、測れないから。



BDHQ 個人結果帳票（部分） 疾患編：２型糖尿病

両面１枚のウラ



BDHQ 個人結果帳票（部分） 詳細編

両面１枚のオモテ



BDHQ 個人結果帳票（部分） 詳細編

両面１枚のウラ



BDHQ

指導案作成順序
エネルギー推定申告誤差は？

エネルギー 栄養素
エネルギー調整済み値を使う

健康か？

対象者がかかりやす
い病気に関連する栄
養素を優先する

対象者がかかってい
る病気に関連する栄
養素を優先する

注目した栄養素の主な摂取源となってい
る食品、献立、調理法を優先する

注目した栄養素の主な摂取源となってい
る食品、献立、調理法で指導する
指導内容は簡潔・単純に

BMI、
体重変化

±30％以内か？

一般基本編
（信号の色） 疾患編

詳細編
原票

詳細編
原票

再調査

信頼度が低い
ことに留意する

±40％以内か？

（はい）

（いいえ）

（はい）

（いいえ）

（はい）

スタート

（いいえ）

足りない情報は面接時に質問して補強する。

あくまでも簡易質問票から
得られた情報である。
絶対視しない。

2015/11/23



BDHQ

指導案作成順序 ■回答の信頼度をチェックする工程。



BDHQ

指導案作成順序 ■対象者の健康レベルに応じる工程。



ある集団の結果（20人）：BDHQ 個人結果帳票（集計） 一般基本編（信号の色）

エネルギー摂取量を用いて
信頼度のチェック

平均=23%過小

基本栄養素の結果
（18人）



食事アセスメントは自信ある決断を可能にする

ある集団（47人）の集計結果この集団
優先すべき食改善の課題は何か？

■注意
用いる食事アセスメントの長所・短所を十分に知っておくこと
用いる評価方法（ここでは信号の色）について十分に知っておくこと



#14517. Kobayashi S, et al. J Epidemiol 2012; 22: 151-9.



数値になる仕事をしよう！

■業務は数値で残すこと。

■残すべき数値は３つ。

・仕事前の数値（治療前・指導前の実態）。臨床検査値ではない。

・仕事の数値・文章（指導内容）。臨床検査値ではない。

・結果の数値（治療後・指導後の実態）。臨床検査値ではない。

■数字を残さないと何が困るのか。

・再現性が乏しい。経験を活かしにくい。進歩が少ない。

・自己満足に陥りやすい。

・第三者（上司や同僚）が認めない・認める材料がない。

・部下（未来）が先輩の経験を使えない。

臨床検査値では
なぜいけないのか？

（治療前）
臨床検査値

（治療後）
臨床検査値

食事/運動/薬剤

どの効果かわからない。
もしも、薬剤だけが数値を
残していたとすれば…。



栄養か計算結果電子ファイル（Excel）のシート構造

粗データ
bdhq1_1dat

栄養素
nutr

enutr

pnutr

食品
food

efood

pfood

栄養素×食品群
f_nutr1…3

信号の色
signal

栄養素×食品群
日本人代表値
nf_nutr1…3

Excelファイル

対象者ひとりが１行。すべてのシートにIDが含まれている。

e*** エネルギー調整済み摂取量（推定必要エネルギーで調整）

p*** エネルギー産生栄養素はエネルギーに占める割合（%エネルギー）。その他は1000kcal当
たり摂取重量



「いつでもどこでもBDHQシステム」構想

BDHQ
入力画面
に入力

個人結果帳票
オーダーシート

メイル（添付）送信

***@m.u-tokyo.ac.jp

栄養価
計算

個人結果帳
票の作成
（pdf）

個人結果帳
票（pdf）

結果
ファイル
（Excel）メイル（添付）送信

来年度、BDHQに関する一定の知識と技術があれば、
無料利用できる仕組みを試験的に作るかもしれません。

ユ
ー
ザ
ー

東
京
大
学



HPをご覧ください。

順次追加中です。

担当：児林聡美（こばやしさとみ：特任助教）

来年度、BDHQに関する一定の知識と技術があれば、
無料利用できる仕組みを試験的に作るかもしれません。



ミニ演習１（回答想定時間：およそ20分）

定期健診で糖尿病の疑いを指摘され、来院されました。

初診時の検査の結果、２型糖尿病と診断されました。主治医の判断は「病状は軽度
であり、食事療法と運動療法でできるだけ病気の進展を防ぎたい。その後の経過を
見て薬物療法を考える。」であり、管理栄養士に栄養指導の依頼がきました。

高血圧、脂質異常症、慢性腎臓病、骨折のいずれの既往もなく現病歴もない。ただし、血圧は
現在、正常高値である。妊娠糖尿病の既往はない。両親・兄弟姉妹に糖尿病の家族歴はない。
若いころ（30歳くらい？）の体重はおよそ55kgだった。習慣的な運動は特にしていない。運

動の支障となる身体機能上の問題はない。短期大学卒業。夫と息子（独身）１人と３人暮らし。
家計に困っているわけではないが、週に3日、近所の事務所で事務補助のアルバイトをしてい
る。

なお、主治医は、今後、来月と３か月後に再び栄養指導を依頼したいと予定している。

（演習）「初回の栄養指導を10分間する」という設定で、せりふを書いてください。

指導時に使う資料（図、絵など）なども必要に応じて作ってください。

配役：患者（本人）。管理栄養士（１人）。必要に応じて夫または息子（１人）。

グループでひとつ作ってください。



■なぜ食事指導は嫌われるのか？

対象者が自分にあった食行動を正しく選択できるための支援

■そもそも私たちは正しい栄養知識をもっているのか？

■臨床検査値から食事指導は無理。なぜか？

■あなたは栄養データを読めるか？

■人は自分（個人情報）に興味がある

■個人だけでなく集団も原因を知ること

または、なぜつづかないのか？

なかなか的に当たらない。

栄養士はすごい。

自分のことを考えたらすぐにわかる。
エネルギー管理と栄養素管理はちがう。
BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）

栄養調査の未来は？ ■ミニ演習



Uechi K, et al. Within-country variation of salt intake assessed with 

urinary excretion in Japan: a multilevel analysis in all 47 prefectures. 

Hypertens Res [in press]

推定24時間尿中Na排泄量（3回の随時尿から推定）

(n = 2073) (n = 2073)

18～69歳男女
都道府県性年齢階級ごと
にほぼ同人数

東大と福祉施設栄養士による共同研究（塩研究２）



国

【健康・栄養調査における国・県・市町村の役割】

県

市町村

国のなかの県の位置を知る：
国民健康・栄養調査
複数年データの２次利用

県民健康・栄養調査
（粗データ）の集計・解析

県

市町村

国民健康・栄養調査

県民健康・栄養調査

・県の政策に資するものであるべき
・市町村の政策に資するものであるべき

内部比較

外部比較

内部比較

内部比較

調査方法論：内部比較は比較的に容易。外部比較は極めてむずかしい。

2015年度：会津若松市。2016年度：大分県。2017年度：沖縄県。



■専門職業務に耐える測定ツールが必要です。

■対象者が食いつく魅力ある支援が必要です。

E-mail: stssasak@m.u-tokyo.ac.jp, 

Website: http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/
東京大学大学院医学系研究科社会予防学分野

佐々木敏（ささきさとし）

■なぜ食事指導は嫌われるのか？

■そもそも私たちは正しい栄養知識をもっているのか？

■臨床検査値から食事指導は無理。なぜか？

■あなたは栄養データを読めるか？

■人は自分（個人情報）に興味がある。

■個人だけでなく集団も原因を知ること。

または、なぜつづかないのか？

なかなか的に当たらない。

自分のことを考えたらすぐにわかる。
エネルギー管理と栄養素管理はちがう。
BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）

ぶれない食事指導のための食習慣アセスメントの基礎知識と専門職技術

BDHQ情報はここにたくさん載っています。

■ミニ演習


