
◇ 「中信 ビ ジネス フ ェ ア2012」 へ の 出展 に よ る

　　　栄 養 ア セス メ ン ト ・栄 養相 談

[は じめに]

　 毎年10月 に京都 中央信用金庫 主催 で地元企業、 団体や大学、府、市等 の研究機 関による大商

談会 が開催 されてい る。本 年度 はそ の第24回 目に当た り、 当施 設 として は6回 目(栄 養 ク リ

ニ ック開設前 の年 度か ら広 報活 動 と して 出展)の 参加 とな る。今 年 は10月17日(水)・18日

(木)に 京都 府総合見本市会館(パ ルス プラザ)展 示会場 で開催 され、約200ブ ースを使用 した

異 業種 間での交流が あ り、大学 関連 の参加 は約10校 であった。見学来場者数 は一般市民 を含 む

約8,000人 であ った。 栄養 ク リニ ック は1ブ ース を使用 し、 指導員2名 、 ク リニ ックス タ ッフ

1名 と学生 ボラ ンテ ィア6名(食 物栄養学科4回 生)が 参加 した。

[参加 目的 と実施 内容]

　本 ビジネスフェアの見学 に来 られた一般市民や企業の方 々を対象 に、栄養 ク リニ ックの開設

目的や これ までに実施 した さまざまな活動事例 をパ ネル媒体で紹介す る と共 に、今後予定 され

ている事業紹介 を行 った。 また、健康維持 や生活習慣病予防 の市民へ の積極 的な啓発活動 の一

環 として、骨密度測定、ヘモ グロ ビン測定、握力測定 な どを無料で実施 し、 これ らの栄養 アセ

スメ ン ト体験か ら各 自の健康へ の関心 を深 めていただいた。希望者 には、結果説 明や身長 と体

重 の 自己 申告 か ら体格指 数(BMI)や 理想体 重(IBW)を 求め、各 自の健康管理 に有益 な食

事 と運動 につ いての情報 を提示 した。 また、個人的 な栄養相談 に も応 じた。

　 ボ ランテ ィア として参加す る学生 は、将 来病 院や社会福祉 施設 な どの管理栄養士 を 目指す4

回生 であ り、受付、測定の 内容説 明、測定実施 と簡単 な結果説 明を担 当 した。来訪者 と気持 ち

よ く応対 で き、満足 してい ただける ような接 し方 を実践で学 び、 これ らの体験 か ら専 門職業 人

としての コミュニケーシ ョンカ を養 い、管理栄養士の資質 向上 に役立 てる ことをね らい として

参加 して もらった。

[成　 　果]

　参加 者 は18歳 か ら80歳 代 まで と幅広 く、2日 間で約247名 を受 け付 けた。 その うち約85名 が

詳細 な結果説明や栄養相談 を受 け られた。 また、企業商談会の ため、参加者 の過半数が50～60

歳代 の男性、続いて 同年代の女性が多 かった。昨年度 よ り1割 増の利用が あ り、常 に対応 に従

事 していたが、 これ までの経験か らスムーズに対応す るこ とがで きた。 問題が ある方 には、従

来通 り生 活状 況 に応 じた食事 や運動 を中心 としたア ドバ イス を行 った。「自分 の骨量、貧血、

体力、栄養状態 を知 るこ とがで きたので、来 た甲斐があ った」 な どの感想 をいただ き、熱心 に

メモを取 られ る方 もあ った。 また、経年参加す るこ とで 「去年 も測 ったので今年 もここを 目的

に来 た」 と仰 る方が増 えた。栄養 ク リニ ックの認知が高 ま り、成果が あったこ とを実感 した。
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主催者側 か らも 「栄養 ク リニ ックさんの人気 は高い」 とコメ ン ト頂 いた。

　 栄養相 談の内容 は、 メタボ対策、糖尿病、 高 コレステ ロール血症、 高尿酸血症、心臓病、 胃

腸 障害、骨粗鬆症 、咀嚼問題、 などさまざまであった。

　 ボ ラ ンテ ィア として参加 した学生 は、「アセス メ ン ト測 定 と参加者 との コミュニケー シ ョン

を体験 す ることがで きたの は大 きな収穫 であった」、 「長時問で しん どかったが、 とて もや りが

いがあ り、終 わってみ る と、楽 しか ったので、 また参加 したい」、「始めは対応 に緊張 したが、

参加 者 と色 々な雑談 を してい る内 に、緊張感 が とれてス ムーズ に動ける ようになった」等 の感

想 であ った。短 い休 憩時 問 を利 用 して、京都 の代 表的 な企業 のブース を見学 し、 「一堂で京都

の企 業 を知 ることがで きて よか った」等の感想 であ った。長時間の活動 に もかかわ らず、笑顔

でお迎 えし積極 的で好 感が持て る対応がで きていた。 これか らの管理栄養士 は、 ア ウ トソー シ

ングで実施 され る事 業の 中で活躍す る場 面 も増 えると思 われ る。 自 ら課題 を設定 し、企画 ・立

案か ら実施、評価 、課題 を解決で きる力が益 々必要 になって くる と思われ る。臨機応変 に対応

す る能力 を身 につけ るこ とは、社 会 に出て人 と して成長す るため に も必要 であ る。在学 中に栄

養 クリニ ックの行事 に積 極的 に参加 し、その能力 を培 い、実践力のあ る管理 栄養士 の養成 に役

立つ ことを願 う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (田中清子)
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