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　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催の年に本書『栄養教育・栄養指
導論 演習・実習』は第2版として改訂することができました。
　昨年の2019年5月に令和と改元され、その同年4月の人口動態統計月報の集計
（厚生労働省）で過去一年間の出生数が897,691人と90万人を割り込む減少でした。
これは100万人を割り込んだ2016年から僅か二年半のことです。出生数減は、当
然人口の自然減（出生数－死亡数）となり、2019年の一年間の人口自然減は50万
人を超えると推測されます。
　総人口が減少するなかで、65歳以上の高齢者の割合は上昇の一途です。2065年
には高齢化率38.4％で約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上（内
閣府「平成30年版高齢社会白書」）と推計されています。このような高齢社会の
さらなる進展のために、日本人の食事摂取基準2020年版が今年から新基準で運用
が始まります。
　日本人の食事摂取基準は、健康増進法に基づき、国民の健康の保持・増進、生
活習慣病の予防のために参照するエネルギーおよび栄養素の摂取量の基準を示す
ものです。この基準は、国民の健康状態や生活習慣、栄養素の摂取量の状況など
を鑑み内容が検討され5年毎に改定されます。今回の2020年版にも、平成29年国
民健康・栄養調査結果が反映されています。特に、高齢者の低栄養と四肢の筋肉
量の低下は、フレイルやサルコペニアのリスクに繋がっていることから、高齢者
の死亡リスクを抑制するために「高齢者の低栄養予防・フレイル予防」が策定目
的に加わりました。
　こうした日本人の食事摂取基準の参照するエネルギーおよび栄養素の摂取量を
基底に管理栄養士・栄養士が人々の日常生活の食事について適切な栄養管理をす
ることが急務となっています。低栄養だから十分なエネルギーとたんぱく質の摂
取に努めるだけでなく、全体の栄養バランスを考慮し具現化をめざすことが重要
だと考えます。そのためにも栄養ケアプロセスの手法を用いた栄養アセスメント・
栄養診断・栄養介入・栄養モニタリングと評価・フィードバックといった取り組
みが管理栄養士・栄養士の重要な業務となります。
　本実習書は、科学的根拠のある高い知識やスキルを駆使し、社会での“健康づ
くりのエキスパート”として貢献できるようになることを願って執筆しておりま
す。多くの事例をもとに具体的な栄養ケアプロセスに準拠した方法で実践力を身
につけていただける一助になれば幸いです。

　2020年1月

� 編者　辻　とみ子
� 堀田千津子
� 平光美津子
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1

栄養教育の目的

　栄養教育は、教育的な手法を駆使して、人々の

健康の維持・増進、疾病の一次予防・二次予防、

三次予防、適正な食行動への是正と食を介した

人々の生活の質（QOL：quality of life）と生活・

人生の快適さ（AOL：amenity of life）の向上

をめざして、食糧生産・食品の安全の確保、食品

の適正な選択を通じて、個々人が食を営む力を培

うための支援を行うことである。

　2012（平成24）年７月には、「健康日本21（第

二次）」の基本的な方向として、「①健康寿命の延

伸と健康格差の縮小、②生活習慣病の発症予防と

重症化予防の徹底、③社会生活を営むために必要

な機能の維持及び向上、④健康を支え、守るため

の社会環境の整備、⑤栄養・食生活、身体活動・

運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関

する生活習慣及び社会環境の改善」の５項目をあ

げている。これらはまさしく栄養教育の最終目的

であるQOLの向上のために、悪しき行動変容の

是正を促し、人々に良好な栄養状態や適切な食行

動を具現化して習慣化できるように支援すること

が栄養教育の目的である。

２

栄養教育の目標

　栄養教育を実施するうえで行動変容を促すため

に、栄養教育の具体的な目標として、①健康や栄

養の知識の理解と定着、②学習および行動変容の

動機づけ、③健康観の形成、④食知識の理解と定

着、⑤食態度の形成、⑥食スキルの習得、⑦食行

動の変容と維持、⑧栄養と食生活情報の評価と選

択能力の獲得、⑨自己管理能力の習得、他者への

栄養にかかわる支援能力の獲得、⑩環境づくりな

どがあげられる。目標設定の際には、自己効力感

（p.12参照）が高められるように、できること

から始めるとよい。これらは、健康教育、ヘルス

プロモーションとの関連が深い。

　健康日本21（第二次）における栄養・食生活の

目標設定の考え方は、図１の通りである。

３

栄養教育と健康教育･ヘルスプロモーション

　健康教育とは、「個人・家族・集団または地域

が直面している健康問題を解決するにあたって、

自ら必要な知識を獲得して、必要な意志決定がで

きるように、そして直面している問題に自ら積極

的に取り組む実行力を身につけることができるよ

うに援助することである」と宮坂忠夫氏（東京大

学名誉教授）は提唱している。地域保健や産業保

健における健康教育などの実践活動においては、

この健康教育があてはまる。健康教育においても、

個人の健康的な生活習慣の確立ができるよう社会

環境の整備とともに教育支援を行い、行動変容へ

の動機づけや行動変容に必要な知識・技術の習得

を促している。健康教育の最終目標は、自分の体

の状態がわかり、健康の維持・増進のためにセル

フケア、セルフコントロールができる状態をめざ

1
栄養教育の概念
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第Ⅰ部　基礎理論編 9

している。

　一方、ヘルスプロモーションについては、日本

健康教育学会が次のように要約している。

　

　1986年にWHO（世界保健機関）のオタワ憲章

の中で「ヘルスプロモーションとは、人々が自ら

の健康をコントロールし、改善することができる

ようにするプロセスである」と定義している。こ

のプロセスを進めていくためには、健康教育に

よって「知識、価値観、スキルなどの資質や能力」

を身につけることが重要としている。

　しかし、それだけでは行動変容が困難な場合が

ある。そこで、個人や小集団に直接アプローチす

るだけではなく、人々をとりまく社会環境の改善

やそのための法規制の整備にも取り組むことが必

要であり、ヘルスプロモーションはこの点に注目

し、健康的な公共政策や健康を支援する環境づく

りを重要視している。さらにオタワ憲章では「健

康というのは日々の暮らしの資源の１つとしてと

らえられるものであり、生きるための目的ではな

い」とも明言し、一病息災という例えの通り、１

つの「病」があったとしても、その人はまだ多く

の「健康」を体に宿し、そのもてる健康を使って、

仕事をすることも日々の暮らしを楽しむことも可

能である。言い換えれば、病気はなくならなくと

も、今もっている健康を十分に活かしきって、よ

りよく生きることもまた重要である。

　

　栄養教育は、これら健康教育・ヘルスプロモー

ションの一部として位置づけられている。

図１　栄養・食生活の目標設定の考え方
出所）厚生労働省「健康日本21（第２次）の推進に関する参考資料」2012年　p.92

利用者に応じた栄養管
理を実施している給食

健康のための資源へのアクセスの改善と公平性の確保
③健康づくりに関わる企業の増加
④栄養ケアステーション等身近で健康づくりの支援を
　おこなう民間団体の活動推進
⑤栄養指導・栄養情報や健康に良い食物へのアクセス
　の改善と公平性確保のための自治体の取組増加

適正体重の維持 低栄養の低減

・野菜・果物摂取量の増加

・主食・主菜・副菜がそろった

＜乳幼児・学齢期＞　＜成人期＞　＜高齢期＞

個人のライフステージ

【食物摂取】

【食行動】

（朝・昼・夕の三食を
健康な生活習慣の獲得

共食の増加

食べる）

適正な量と質の食事

食事の増加
・食塩摂取量の減少

食品中の食塩や脂肪の
低減に取り組む食品企
業、飲食店の増加

【食環境】

施設の増加

社会環境

社会生活機能の維持・向上
(こころ、次世代、高齢者)

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

生活習慣病（がん、循環器
疾患、糖尿病）の発生予防
・重症化予防

【栄養状態】

生活の質の向上

社会参加の機会の増加
①食を通じた地域のつながりの強化
②食生活改善推進員、食育ボランティアなど主体的に
　関わる個人の増加

社会環境の質の向上
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1

行動科学の理論・モデル

1　行動科学の理論・モデルの歴史的
発展過程

　人々の「食べる」という行動は、最も大切な生

命活動の１つであり、また、極めて個人的で嗜好

性が強い複雑な要因をもっている。よって、個人

の食行動や食習慣を変えることは容易なことでは

ない。そこで人の行動を客観的に観察・調査・実

験などを通して、科学的方法で分析し、その法則

性を明らかにしようとする学問が行動科学（be-

havioral science）である。行動科学という用

語は、心理学者のミラー（J. G. Miller）を中心と

したシカゴ大学の研究グループによって、1946年

に初めて用いられた。行動科学の研究は目覚まし

い発展を遂げ、その成果は、多くの理論・モデル

として提唱されてきた。栄養教育においても行動

変容が必要な要因を確認して、行動科学の理論や

モデルを活用し、効果的な介入プログラムを構築

しながら実践し行動変容の効果を明らかにしてい

る。

　行動科学の理論やモデルは歴史的に発展・変遷

を遂げ、進化してきた。図２は、その過程を示し

ている。

　健康教育の歴史的発展過程を説明すると、第１

段階の1940年代は、自分の健康を守るために健康

や病気に対する知識普及の時代、第２段階の

1950～1960年代は、知識のみを教育する健康教育

は見直され、知識の普及が健康や栄養問題につい

て望ましい態度を形成し、さらに望ましい習慣に

つながるとしたKAPモデルの時代、第３段階の

1970年代は、社会心理学に基づき人々の心の動き

2
行動科学の理論・モデルと栄養教育

支援型

学習援助型

指導型

2000年代　支援の時代

1990年代　学習援助の時代

1940年代　知識普及の時代

QOL知識 習慣 行為 行動 ライフスタイル

1980年代　プリシード・フレームワーク

1970年代　ヘルスビリーフモデル

1950～1960年代　KAPモデル

(教育診断・教育介入)

(健康信念モデル)

(知識・態度・習慣)

(knowledge) (practice) (action) (behavior)

図２　健康教育の歴史的発展過程
出所）�吉田亨『保健医療行動科学事典』メヂカルフレンド社　1999年　p.94を一部

改変

見本



第Ⅰ部　基礎理論編 11

を健康教育に取り込み、セルフケアの能力を高め

て行動変容を起こそうとするヘルスビリーフモデ

ルの時代、第４段階の1980年代は、どのような健

康教育が個人のセルフケアにつながり、自己管理

ができるようになるかというプリシード・フレー

ムワークの時代で教育方法を工夫し始めた。ここ

までが指導型の時代である。第５段階の1990年代

は、主体的に学習するためにはどのような援助を

すればよいかという学習援助の時代、第６段階の

2000年からは、学習面の援助だけでなく、個々人

への人生そのものを支援する時代である。

　今日、人々の生活様式や価値観の多様化に伴い、

個人が抱える栄養問題の背景は、心理的・精神的

な要因が複雑に内在する場合が多く、人間の知的

な面（知識）ばかりでなく、対象者のプライバシー

を尊重しつつ、心理的側面も温かく受け止めなが

ら、個々人に即応した適切な支援・指導が不可欠

である。そこで次に、学習援助や支援の方法とし

て行動科学の理論やモデルを学び、専門的な能力

を習得し栄養教育に応用できるようにする。

2　個人の態度と行動変容に関する理
論の応用

　栄養教育の実践には、個人の健康行動がどのよ

うな状況で成り立っているかを理解し、個人の特

性に合った行動科学に基づく理論・モデルを応用

する。

1 　ヘルスビリーフモデル（健康信念モデル）

の応用……………………………………………

　ヘルスビリーフモデル（health belief model）

は、1974年にベッカー（M. H. Becker）らが考

案した保健行動のモデルの１つである。人がある

健康な行動を行うか否かは、「疾病に対する脅威

の認知」と望ましい保健行動をとることへのメ

リット（利益・有益性）がデメリット（損失・障

害）を上回った時に行動変容が起こると仮定した

疾病予防行動を説明するモデルとして用いられて

いる。

　望ましい食習慣を開始するためには、４つの信

念（belief）が開始の決断に大きく影響すると考

える。その４つのヘルスビリーフとは、次の通り

である（図３）。

①疾病の重大性の認知：今の状態を続けるとよく

ないことが起こることを知っている。

②疾病の罹患性の認知：それが自分にも当てはま

ること、または、そうなりやすいと思うこと。

③治療利益の認知：食事療法をすれば、そのよう

な事態は回避できると思うこと。

④治療不利益あるいは障害の認知：食事療法をす

ることで妨げとなる要素が少ないこと。

　①②の２つは「疾病の認知」に関する信念をさ

す。この重大性や罹患性の認知がどちらかでも低

いと「疾病に対する脅威の認知」が低くなる。つ

まり、恐ろしい認知が低いと望ましい行動をとる

可能性は低くなる。脅威の認知に影響を与える要

因として、家族や友人の病気、健康診断への勧誘

図３　ヘルスビリーフモデルの例　―糖尿病の罹患性の認知を高める栄養教育―
出所）松本千明『医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎－生活習慣病を中心に－』医歯薬出版　2002年　pp.6-10を一

部改変

個人の自覚

①疾病の重大性の認知

糖尿病合併症の足
あし

壊
え

疽
そ

の写真を見せる。

影響する因子

②疾病の罹患性の認知

自分と年齢や立場、環
境などが似ている「身
近な人」の例をあげる
ことで、自分も合併症
になる可能性が高い。
● 年齢、性
● 性格
● 疾病に関する知識
● 生活環境の類似

実行の可能性

③治療利益の認知

３食規則正しく食事を
することは、糖尿病に
役立つという気持ち。

④治療不利益の認知
　あるいは障害の認知

３食規則正しく食事を
することは、時間的に
難しいという気持ち。

開始の決定

③＞④

勧められた保健行動を
実行する可能性を決定
する。

③＜④

勧められた保健行動を
実行する可能性は難し
い。

→ → →
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はじめに

　栄養教育の最終目的は、人々の健康の維持・増

進および生活の質（QOL：quality of life）の向

上である。そのためには、個々人が適切な食習慣

や生活習慣を獲得し、それを習慣化できるように

することが不可欠となる。栄養教育は、一方では、

複雑な社会背景の中、心身のバランスをとりなが

ら常時望ましい栄養状態や食行動を具現化するた

めに不適切な行動変容を是正する。他方では、健

康教育・ヘルスプロモーションの考え方で社会全

体を視野に入れ、環境づくりをも含めて包括的に

支援する活動である。

　栄養教育は、栄養ケア・マネジメント（Nutrition 

Care and Management：NCM）の一環とし

て位置づけられ、そのNCMの過程である計画

（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、見直し・

改善（Action）のPDCAサイクルに則して行わ

れる。日本栄養士会は、2016年4月より栄養ケア

プロセス（Nutrition Care Process：NCP）と

いう新たな栄養ケアモデルを導入し、その過程に

「栄養診断（Nutrition Diagnosis）の項目を追

加した（図1－1）。その手順は次の通りである。

栄養スクリーニングと紹介システム：栄養状態に

リスクがあるものをふるい分けする（身長・体

重計測、血液検査、身体所見、食事・栄養摂取

量など）。

①栄養アセスメント：栄養状態を適格に評価・判

定する（身体計測、血液・尿検査、身体所見、

消化器症状・耐性など）。

②栄養診断：栄養アセスメントと栄養介入の間に

入る段階で、栄養アセスメントをもとに対象者

の栄養状態を総合的に診断する。これは栄養領

域に限局した診断であり、管理栄養士・栄養士

実習

1 栄養教育における栄養ケア・マネジメント（栄養ケアプロセス）
―自分の栄養状態を知ろう―

目 的
● 管理栄養士・栄養士をめざす学生が、将来、人を対象とした栄養教育を行うにあたっ

て、まずは自らの栄養状態を知る。あわせて、栄養教育マネジメントサイクルの一連

の流れに沿った栄養教育を実践して身につける。
● 個別栄養相談（栄養カウンセリング）の学習形態で、学生同士のペアワークにより教

育者（管理栄養士・栄養士）と学習者（相談者）の双方の役割を演じながら、行動科

学の理論・モデル、行動変容技法、カウンセリング技法を活用することができる。

図１－１　NCMとNCP区別
出所）片桐義範「栄養ケアプロセス（NCP）の活用　第2回」

日本栄養士会雑誌　第59巻第5号　2016年　p.15

栄養スクリーニング

①栄養アセスメント

②栄養介入

栄養
補給

栄養
教育

多領域によ
る栄養ケア

栄養ケア計画

実施・チェック

③栄養モニタリングと評価

サービスの評価と継続的な
品質活動

【栄養ケア・マネジメント（NCM）】

栄養スクリーニング
と紹介システム

①栄養アセスメント
（栄養状態の評価）

②栄養診断
（栄養状態の判定）

栄養
教育

栄養カウン
セリング

栄養ケアの調整
（多領域との調整）

栄養・食
物の提供

③栄養介入（計画と実施）

【栄養ケアプロセス（NCP）】

と評価
④栄養モニタリング

アウトカム（結果）
管理システム
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が行う。医師が行う医療診断とは異なる。

③栄養介入：栄養アセスメントから課題を特定し、

それを改善するための計画を作成する（投与方

法・投与経路などの検討）。

④栄養モニタリングと評価：実施中には対象者の

改善状況の監視を繰り返し行う。用いた方法、

手順の有効性や効率性について経過（プロセス）

評価を行い、臨機応変に修正して進める。

アウトカム（結果）管理システム：計画・実施に

よる効果の影響評価、結果（アウトカム）評価、

経済評価を行い、未解決な問題点、新たな問題

点を明確にして、次の活動にフィードバックす

る。

　また、図1－2は、栄養ケアプロセスを栄養教

育の特性に対応させて示した栄養教育プログラム

における評価である。計画と実践を絶えず様々な

角度から評価し、フィードバックしてより効果的

な栄養教育を実施していく。

　本実習では、管理栄養士養成課程・栄養士養成

課程の学生同士で面接を行い、教育者と学習者の

双方の立場から栄養ケア・マネジメントシステム

（栄養ケアプロセス）、栄養教育マネジメントサ

イクルに則って系統立てた栄養教育の基本的な方

法を学ぶことで、今後、多様なケースの栄養教育

で応用力や実践力を養うための基盤となる能力を

身につける。

実習1－1　【栄養スクリーニング】
身体計測および問診による臨床診査（初回

面接）を実施して、栄養スクリーニングを

行ってみよう。
 【ペアワーク】

実習手順

STEP■1

▲

「身体計測記録用紙」「栄養カルテ」「問

診用記録用紙」「3日間の食事記録用紙」とこ

れらの記録用紙を綴じて整理・保管するための

ファイルを用意する。

STEP■2

▲

学生全員が身体計測、体組成および血圧

の測定を行い、「身体計測記録用紙」に記録する。

STEP■3

▲

学生同士1対1のペアを組み、管理栄養

士・栄養士役と相談者役になる。

STEP■4

▲

面接により、管理栄養士・栄養士役は、

相談者役の臨床診査（問診による食生活・生活

習慣の聴き取り調査）を行う。

STEP■5

▲

面接が終了したら、その内容を「栄養カ

図１－2　栄養教育プログラムにおける評価
出所）辻とみ子・堀田千津子編『新版ヘルス21　栄養教育・栄養指導論』医歯薬出版　2017年　p.121

出の適否

因分析検出

　問題行動の検

　問題行動の要

　目標設定は適

か
　教育者のトレー

　評価プログラム
はあるか

　教育は企画通り
に実施されたか

　実施目標は達成
できたか

　目標行動の要因
に関する学習は
できたか

　行動目標（短
期目標）は達
成できたか
　環境目標は達
成できたか

　結果（アウト
カム）目標は
達成できたか

　費用効果
　費用効用
　費用便益

企画評価 経過評価 影響評価 結果評価 経済評価

計画（Plan）
実施
（Do）

評価・モニタリング（Check　or　See）
アセスメント（Assessment）　

見直し・改善・再実施（Act）

形成的評価 総括的評価

総合的評価

フィードバック（Feedback）

　学習内容は適正

ニングは適正か

正か
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ルテ」（SOAP形式のS）に記録する。

STEP■6

▲

臨床診査項目の聴き取りが終了したら、

管理栄養士・栄養士役と相談者役を交替して同

様に進める。

実習1－1のポイント

1．身体状況の把握と評価

　自分自身を栄養スクリーニングするために必要

な身体計測の各項目（身長、体重、BMI、ウエス

ト・ヒップ比、ウエスト周囲径、体組成、血圧）

について実際に測定を行い、「身体計測記録用紙」

に記入して生体情報を把握する。

● 臨床栄養管理実習などの他科目で、すでに身体

計測を行っている場合には、その結果も活用す

る（骨密度など）。

● 身長、体重、BMIから摂取エネルギーの過不足

を評価する。

● 骨格筋、体脂肪のバランスをみることにより、

身体活動量の過不足を評価する。

● 肥満度診断では、BMI、体脂肪率、ウエスト・

ヒップ比、ウエスト周囲径、内臓脂肪面積、

フィットネススコアなどで評価する。

● 血圧は「日本高血圧学会治療ガイドライン

2019」（JSH 2019）による収縮期血圧、拡張期

血圧の正常血圧値をもとに評価する。

● 筋肉バランスを右腕、左腕、体幹、右脚、左脚

の測定値から計算して評価する。

　

　　なお、本実習では、管理栄養士養成課程で学

ぶ3年生の小林Ｒさんが学習者となった事例と

してワークの回答例を示す（ワーク1－1）。

2．問診による臨床診査

　問診によって食生活・生活習慣の聴き取り調査

　　ワーク1－1　　　Ｒさんの身体計測の結果

項目 基準値 測定値

身長（cm） ― 155

骨格筋・脂肪（kg）

体重 50.5 44.2↓

骨格筋量 19.0～23.2 17.4↓

体脂肪 10.1～16.1 11.2

肥満診断

BMI（kg/m2） 18.5～25.0 18.4↓

体脂肪率（％） 18.0～28.0 25.4

ウエスト・ヒップ比1） 0.70～0.80 0.78

ウエスト周囲径（cm） 男性＜85　女性＜90 63

内臓脂肪面積（cm2） ＜100 cm2 26.6

フィットネススコア（point）2） 70≦普通≦90 74

血圧（mmHg）
収縮期血圧 正常血圧＜120 115

拡張期血圧 正常血圧＜80 67

項　目 筋肉量（kg） 筋肉バランス（％）3）

四肢・体幹の筋肉量・
筋肉バランス

右腕 1.23 87.3

左腕 1.19 83.9

体幹 14.7 94.1

右脚 5.17 96.8

左脚 5.17 96.8

注1）ウエスト・ヒップ比＝ウエスト（腹囲）／ヒップ（腰囲）
　　　健常人に比べて、ウエスト・ヒップ比が男性0.9、女性0.83以上で心筋梗塞のリスクが男性1.73倍、女性

1.90倍に高まる。
　2）フィットネススコア（体脂肪と筋肉量のバランス）の基準値：虚弱＜70、70≦普通＜90、90≦運動選手
　3）筋肉バランス：lean/ideal lean×100（％）
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を行う際には、以下の点に留意する。

● 管理栄養士・栄養士役は、相談者の既往歴・現

病歴、不定愁訴、食習慣・生活習慣を聴き取り、

その結果を「問診用記録用紙」に記入する（ワー

ク1－2）。

● 知り得た問診の結果は、すべて個人情報なので

部外者には絶対に漏らさない。

● 問診では、カウンセリング技法を活用する。

● 「栄養カルテ」にも必要事項をSOAP形式で

記入する（ワーク1－3）。SOAPとは「Ｓ：sub-

jective data（主観的情報）」「Ｏ：objective 

data（客観的情報）」「Ａ：assessment（評価）」

「Ｐ：plan（計画）」のことで、ワーク1－3

の問診による聴き取りは、「Ｓ：subjective 

data（主観的情報）」になる。これ以降、面接

しながら栄養カルテにSOAP形式で記入して

ワーク１－2 　Ｒさんの問診の結果

食生活・生活習慣（問診用）

相談者：　3年Ａ組　　学籍番号：　○○○○○　　氏名：　小林Ｒ　　　男　・　女　　20歳
指導日時：令和○年4月7日　　13時00分　～　16時10分　

1．家族構成：　父（46歳）、母（42歳）、妹（14歳）

2．調理者：　①本人　　②父　　③母　　④祖母　　⑤きょうだい ⑥その他

3．飲酒：　0回／週　（　たまに友達と食事をした時に飲む程度　）
　　内訳：　ビール（ ）　　日本酒（ ）　　ウイスキー（ ）

チュウハイ（ ）　　ワイン（ ）　　カクテル（ ）

4．喫煙：　有　（　　　本／日）   　無
　　喫煙者の場合、禁煙の意思確認：　やめる　・　やめる努力をする　・　当面やめられない

5．食事内容：

朝食：　6時00分頃 昼食：　12時30分頃 夕食：　19時00分頃 間食　・　夜食

家庭内・外食・中食 学食・外食・中食・弁当 家庭内・外食・中食 　時　分頃　時　分頃

料理名と分量：
● 食パン1枚（5枚切り）
● スライスチーズをのせる
● ヨーグルト
● 飲み物（お茶）

料理名と分量：
● お弁当

おにぎり1個
冷凍食品が多い

料理名と分量：
● ご飯（お茶碗1杯）
● 主菜1つ
● 副菜2～3つ
● サラダは絶対食べる

● たまに食べる
スナック菓子
ケーキ

6．料理の味つけ：　①薄い　　②ふつう ③濃い

7．好きな料理や食材：お米が好き、大半は何でも食べる
　　嫌いな料理や食材：骨のある魚、トマト、マンゴ

8．通勤手段：　電車と自転車 所要時間：　1時間くらい

9．身体活動量：　①よく動く　　②ふつう ③あまり動かない
スポーツ：　①習慣がある ②習慣がない

（種類： ）

10．アルバイト：　ケーキ屋さん

11．既往歴：　なし 現病歴：　なし

12．不定愁訴：　たまに頭痛、偏頭痛

13．居住：　①自宅　　②下宿　　③寮 ④その他

14．その他：

管理栄養士（　○○△△　）
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