
◇栄 養 相 談 ・食 生 活 ア ドバ イ ス

[は じめ に]

　当栄養 ク リニ ックで は、 メタボ リック シン ドロー ムや糖尿病な ど、生活習慣病予 防のための

食生活 に関す る栄養相談や運動等の ア ドバ イスを行 って いる。主な内容 は、希望 によ り身長 と

体重か ら体格指数や標準体重の提示、 体脂肪率、ヘ モグロ ビン量、骨密度、動脈硬化度、血圧、

握力、肺活量 な どの測定を行 い、 これ らの栄養

アセ スメ ン ト結果か ら健康度の チェ ック、個人

の食事記録 のパ ソコ ンによる栄養診断や個人 に

あ った減量 プログラムの提示 と支援な どが主な

内容で ある。診療所で はな いので、病気 の治療

はできないが、一般的な糖尿病、高 コレステロー

ル血症、高尿酸血症 な どで食事療法 の相談 を受

けたい場合 は、主治医 の指示が あれ ば、病態 や

臨床検査値 データの経過 な どを提示 していただ

き、食事療法 の支援 を行 って いる。

[実施 内容]

　個人相談 の場合 は、電話予約 を していただき、相談 したい内容 を確認 してか ら、食事記録 な

どを持参 していただいている。今年度 は、健康度 のチ ェ ックのために全ての身体計測を受 けら

れた方、 減量 のた めに、BMIや 体 脂肪率 の測定 を希望 された方な ど、身体 計測 の内容 は さま

ざまであ った。栄養相談 の内容 はダイエ ッ トが多 い。食 や健康 に関す る一般的な情報をかな り

もってお られ るが、 自分 の食生活 につ いては問題 があ るのかないのか分か らない方が多い。 ま

た、主治 医か ら糖尿病 が これ以上悪化 しない ように食事療法 を しなさい と再三 に亘 って言われ

て、2年 間の臨床検査値 を持参 し、糖 尿病 の食事療法 の基本 を教 えて欲 しい との相談や長年、

クロー ン病 で食事 に苦労 してい るので、 目先 のかわ った料理 を教 えて欲 しいな どの相談 もあっ

た。 しか し、個人 の栄養相談 で当施設 を来訪 す る方 はまだまだ少 ないのが現状 である。次年度

に向けて、栄養 ク リニ ックの広報活動 を地域住民 にもっと積極 的に行 い、具体 的な内容を周知

させ、個人栄養相談 の利用者 を増 やす必 要を痛感 してい る。

[減量 プ ログラム事例]

　当施設 を訪 問 された方 か ら、具体 的 に減量 に成功 した事例 を紹介 してほ しい とい う要望が聞

かれたので、 その一例を紹介 す る。
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　 Aさ ん、女 性、63歳 、BMI=26.8、 主婦。ボランテ ィア としての社会活動やカルチャー

セ ンター に通 ってい る。夫 と20代 息子 の3人 暮 ら し。年 々体重 が増加 し、 ダイエ ッ ト

を試 み るが長続 きせず、 リバ ウ ン ドを繰 り返 していた。栄養 ク リニ ック主催 の 「中高

年 女性のための健康料理 教室」 に参加 した ことが きっか けとな り、体重減量 の個人相

談 を受 けるた めに1年 間継続 して来所 した。 来所 当初か ら2ケ 月後 に背中の激痛 で病

院へ緊急搬 送 され、糖 尿病 と診断 され、投薬治療 を開始。

当初 の食生活

①　食 べ るこ とが大好 きで、家族 も料理 を喜 んで食べ て くれ る。1日 約2,300kcalの 食事 を

　　 とって いた。

②　 肉中心で ボ リューム も多 く、揚 げ物 な どの調理が多か った。

　③ 夫 の帰 りが遅 く、夕食 は20・21時 か ら1時 間か けて とっていた。

　④ 運動 は特 に していなか った。

食事 と運動のア ドバイスし、本人の意思で生活改善の実施

①　 1日1,400kcalの 栄養バ ラ ンスの とれ た食事 とす る。

②　息子 の協力 を得 て、野菜 でボ リュームを増 や し、魚料理 を多 くした食事 とす る。

③ 息子 と一緒 に、 夕食 を18時30分 ～19時 か ら開始 し、30分 の食事 時間 とす る。

④　 運動 はWiiを 使 用 した15分 のス トレッチ と室 内運動 ・乗馬20分 を毎 日実 施。3階 建 自

　宅 の階段昇 降を意識 して実行。2日 に1回 の割合 で、夫 の出勤 時に乗車 し、 自宅 まで30分

　 の距離 を歩 く。

結　 　果

　 　栄養相談 の当初 は栄養 相談 のキ ャンセルが続 いたが、病院への緊急搬送後 か ら、糖尿病 の

　怖 さを実感 され、真剣 に生 活改善 に取 り組まれ る。 その頃か ら、着実 に体重 が減少 し、半年

　 で8kgの 減量 に成功す る。 そ の後 も半年 間の栄養相談 を続 け られ、 リバ ウン ドもな く血糖

　値 も正常 に戻 り、 投薬を 中止す る。現在、BMI　 23.5と 理想 に近 い体重 を維持 されて いる。

コメント

　　栄養相談のキャンセル もあったが、基本的に月1回 の栄養相談を継続 して受けていただき、

　体重記録、食事記録、運動記録などを可能な範囲で とっていただいた。栄養相談の中で、深

刻な糖尿病を発症 したことが、真剣に取 り組む要因となったことは疑 う余地はないものの、

生活習慣改善のための継続 した支援を受け、家族の協力 もあ り本人の強い減量意志のため半

年継続 したことが減量の成功に繋がった。その後 も上記 に紹介 した食事 と運動が 日常の生活

　のなかで習慣化 して継続 してお り、健康的でス リムな体に変身 された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (木戸詔子)
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