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活動の概要

・ 2011年12月より、食物栄養学科の有志の教員
と大学院生を中心に始まった。

・岩手県一関市を拠点に活動しているNPO法人
グローバルヒューマン (GH) と連携し活動する。

・ 岩手県、宮城県内を中心に仮設住宅での食生
活をサポートする活動を展開する。

・ 仮設住宅での避難生活を送っている被災者を
対象に、食物栄養学の立場から食生活に関す
る提案、アドバイス、調理実演、栄養科学的な
講演を行う。



今回の活動概要
参加者 京都女子大学関係者2名

GHスタッフ1名

活動期間 2014年12月19日～21日

訪問地 下記4か所 参加者
12月19日 14時～17時 気仙沼市田中前2丁目仮設住宅 10名
12月20日 10時～12時 気仙沼市面瀬中学校仮設住宅 15名
12月20日 14時～17時 気仙沼市立中学校仮設住宅 10名
12月21日 10時～12時 気仙沼市五右衛門ケ原運動場仮設住宅

20名

活動内容
①ミニ講演「健康寿命を延ばそう」

「ロコモティブシンドローム（ロコモ）を予防しよう!」
②体力チェック、ロコモチェック、食生活調査
③手作りの芋きんとん（りんごと牛乳入り）試食会と栄養価



④

①

②

③

① 田中前2丁目仮設住宅
② 面瀬中学校仮設住宅
③ 市立中学校仮設住宅
④ 五右衛門ケ原運動場仮設住宅



活動スケジュール

18日 15：00 栄養クリニックで芋きんとんとリンゴジャム20人分作成
19日 8：05 京都駅発 → 12：38 一関着

13：30 GH本部着 GHスタッフと打ち合わせ
14：00 田中前2丁目仮設住宅着 → 準備
15：30～17：00 活動 → GH
18：00～芋きんとん80人分の作成

20日 8：30 GH本部出発 → 面瀬中学校仮設住宅着 → 準備
10：00～12：00 活動 → 移動中に昼食
13：30 市立中学校仮設住宅着 → 準備
14：00～17：00 活動 → GH
18：00～芋きんとん40人分作成

21日 8：30 GH本部出発 → 五右衛門ヶ原仮設住宅着 → 準備
10：30～12：00 活動 → JR一関駅
14：48 一関発 → 19：58 京都着



活動内容

①ミニ講義
仮設住宅で不足しがちな運動の重要性と健康寿命延伸の
ための食生活のポイントについて

②ロコモチェック、筋肉量、運動機能の簡易チェックと評価

③低栄養のチェックシートによる評価

④アンケートによる震災前後の食生活と健康の変化を調査

⑤試食
手作りの芋きんとん（牛乳、りんご入り）

⑥個別栄養相談

⑦レシピ付き栄養クリニックのカレンダー配布

⑧イベントのアンケート調査



宮城県県民健康・栄養調査結果報告書（平成22年度、震災の前年度)の結果と
今回の調査(平成26年12月)結果との比較

分析対象者は女性34名(60代10名、70代以上24名)とする。

（男性3名、女性の30～50代と90代は少数のため除く。）

• 参加者の内訳(仮設住宅4か所の合計)
３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 ９０代 合計

男性 1 1 1 3

女性 2 1 5 10 14 10 1 43

• 宮城県県民健康・栄養調査(平成22年度)の調査協力者



震災前の平成22年に比べて、肥満の割合が増加している

n=32

ＢＭＩの変化



震災後、定期的
な体重測定の頻

度が低下してい
る。

自分の健康状態の認識の変化

「よい」は減少し
ているが、全体
的に大きく悪化し
ているわけでは
ない。

n=31

n=34

定期的な体重測定頻度の変化



日常生活での運動の変化

70 代以上の

女性の運動
に対する意識
は向上してい
る。

60代女性で、

歩行に対す
る意識は低
下している。

歩数を増やす意識の変化

n=32

n=33



日常生活での身体活動の変化

n=31

n=34

朝食の欠食頻度の変化

朝食を摂取割合は増加した。

身体活動をいつもしているは減少した。



n=32

n=32

外食を利用する
割合がやや増
加。台所が狭い
などの調理環
境のためか？

外食の利用頻度の変化

現在の食生活の自己評価の変化



（⑧で「少し問題がある」、「問題がある」と回答した方のみの回答）

食生活を良くしたい
という意識は増加。

n=11

n=34

今後の食生活への意識の変化

食事バランスの変化



野菜摂取に対する意識変化

n=32

① 肥満者や体重管理ができてない人が増加し、日常での
生活活動が減少した人が増加していた。

② 外食の割合が増え、食生活を良くしたいと強く思っている
人が増加していた。

今後の支援課題案・・・・・メタボ対策と正しい食生活のあり方

まとめ１



現在のたんぱく質供給源となる食品の摂取頻度

たんぱく質食品を摂取している割合は高くなっている。



ロコモチェックの結果

疑いありの割合は高く。
60代、80代は7割程度。
70代は半分程度。

分析対象者
女性 60代10名

70代13名
80代10名

チェックが１つでも入る
とロコモの疑いありn=33



体力テストの結果
・S P P B（S h o r t P hy s i c a l  Pe r fo r m a n c e  B a tte r y  )  のテスト

項目のうち、立位バランステストと椅子立ち上がりテストを実施

体力の低下が懸念される割合が多い。

n=34

７～８ ：高機能
６～５ ：中程度機能
０～４ ：低機能



① ロコモの疑いのある割合、年代により 5～7 割を占め
ていた。

② 体力テストは中程度機能が大半を占めていたが、運
動量が少ないことから、今後の体力低下が懸念され
る。

仮設住宅で生活している
60代、70代以上の女性に対する今後の支援課題

ロコモ予防の啓発・・・・・家の中で継続して
できる運動の支援

まとめ２



1日目(12月19日)
田中前2丁目仮設住宅

芋きんとん作り

健康寿命について
ミニ講義

新幹線から富士山が
見えました

体力テスト
ロコモって何？

アンケート調査



2日目(12月20日)午前
面瀬中学校仮設住宅

手作りの芋きんとん

健康寿命について
ミニ講義

体力テスト

ロコモって何？

個別の栄養相談

建設中の災害復興マンション



2日目(12月20日)午後
市立中学校仮設住宅

3日目(12月21日)午前
五右衛門ヶ原仮設住宅

健康寿命に
ついて
ミニ講義

子供たちとのふれあい。
簡単な食育も

体力テスト

ロコモって何？

レシピ付きカレンダーなど資料配布

健康寿命について

2年前、制作中だった船が
完成していました！



回答者 ： 43名（男性2名、女性41名）
平均年齢 ： 69.7±12.6歳

現在、同居している方はどなたですか。 今日、一緒に来られた方はどなたですか。

イベント終了後のアンケート結果 （仮設住宅4か所）



1. 本日のイベントにご参加された理由は何ですか。

2. 京都女子大学が行うイベントへのご参加は何回目ですか。

その他：前も良かったので参加しました。



3. 本日の内容はいかがでしたか。

その理由は・・・

・話を聞けて良かった 7名
・わかりやすかった 4名
・食生活や健康について学べた 9名
・運動不足を感じた 3名
・芋きんとんがおいしかった 1名
・簡単料理レシピがあった 1名
・健康チェックができた
・みんなと楽しめた

4. 今日のイベントの時間はいかがでしたか。



5. どのような企画なら参加してみたいですか。

・ バランスの良い食事とダイエット食
・ カロリーの計算等
・ 運動の仕方
・ みそ汁塩分量検査
・ 物作り等
・ 専門的なお話が聞きたい

6.その他にどのような企画を望まれますか。

（回答数）



7. イベント開催は、平日と週末なら、どちらがよろしいですか。

8. ご意見、ご要望がありましたら、ご自由にお書きください。

・ プリントがわかりやすい。資料はとてもよかった。
・ またありましたら参加したいです。
・ 除脂肪率を測定して欲しい。インピーダンス値を下げる運動を教えてほしい。
・ 父親が70歳なのでとても勉強になりました。
・ とても勉強になり、子供たちも見ていただいて本当にありがとうございます。

またいらしたら参加したいです。
・ 楽しみにしています。また参加します。
・ 何度も気仙沼に来て頂き、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
・ 良かったです。
・ レシピ付きのカレンダーは嬉しいです。ありがとうございました。
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