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松井ふゆみ、他 秋田県総合食品研究センター報告 No.20 49-55 (2018) 

あきたスマイルケア食研究会の取り組みについて

松井ふゆみ、畠恵司、佐々木玲、上原健二、熊谷昌則

【要約】

秋田県総合食品研究センター

Fuyumi MATSUI, Keishi HATA, Akira SASAKI, Kenji UEHARA, 

and Masanori KUMAGAI 

高齢化が進む秋田県では、企業版ふるさと納税の支援を受けて、新しい介護食の枠

組みであるスマイルケア食の開発と普及推進を行った。産学官の連携を目的として設

立した「あきたスマイルケア食研究会」は様々な業種から 95名が会員登録されてい

る。また、スマイルケア食青マークの取得推進を進めた結果、団体数、商品数とも全

国最多となった。こういった取組みが注目され、新聞やテレビに取り上げられる機会

も増え、スマイルケア食の利用者である一般県民への啓蒙普及も進んでいる。

【緒言】

秋田県は平成 24年度から高齢化率全国 1位となっており、平成 30年度は全国の

高齢化率が 27.7%であるのに対し、秋田県は 35.6%であり、高齢化先進県といえる 1)。

秋田県総合食品研究センター（以下、総食研）では、高齢化社会を見据えて、 10年ほ

ど前から企業と共同で介護食の開発に取り組んできたが 2)、平成 28年度に農林水産

省が新しい介護食の枠組みとして「スマイルケア食」を制定したため、この制度に則

った介護食の開発を進めることとした。

スマイルケア食は、介護食品の市場拡大を通じて、食品産業、ひいては農林水産業

の活性化を図るとともに、国民の健康寿命延伸に資するべく、これまで介護食品と呼

ばれてきた食品の範囲を整理し、新しい枠組みとして整備されたものである 3)。従来

の噛むこと、飲み込むことに間題がある方向けの食品だけでなく、噛むこと、飲み込

むことに間題はないものの、健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品が加わっ

た。これまでの介護食品は民間規格であるユニバーサルデザインフード (UDF)や、

日本摂食聴下リハビリテーション学会喋下調整食分類 2013など数種類の分類があり、

これらの規格の統一化もスマイルケア食制定の目的の一つである。また、すでに介護

が必要な状態の方向けだけでなく、低栄養状態の予防・改善により介護予防を目的と

した食品の基準を新たに設けているのが特徴である。飲み込むことに問題がある方向

けの食品は赤マーク、噛むことに問題がある方向けの食品は黄マーク、栄養補給を目

的とした食品には青マークが付けられる。赤マークは、特別用途食品（えん下困難者

用食品）規格基準を満たすものであること、黄マークは日本農林規格等に関する法律

(JAS法）に基づいて、そしゃく配慮食品の JAS規格の格付け対象商品であること

が条件である。青マークはエネルギーおよびたんばく質量の基準が設けられており、
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エネルギーが lOOkcal以上 (100gまたは 100ml当たり）および 100g(100ml)当た

りのたんぱく質量が 8.lg(4.lg)以上、または、 lOOkcal当たりのたんぱく質含有量

が 4.lg以上であることが条件となっている。この条件を満たす商品を「自己適合宣

言」としてホームページで公表し、農林水産省に対してマークの利用許諾申請を行う。

【これまでの取組み】

1) あきたスマイルケア食研究会の設立

平成 29年 7月、総食研を事務局として、県産農林水産物を活用したスマイルケア

食の開発や利用普及と啓発を通じて元気で長生きできる健康づくりと産学官の連携

を目的に、「あきたスマイルケア食研究会」を設立した。研究会設立時のキックオフミ

ーティングには 108名の参加があり、医療法人新都市医療研究会「君津」会 南大和

病院の管理栄養士である工藤美香氏（現 駒沢女子大学准教授）と、聖霊女子短期大

学講師の伊藤雅子氏からご講演いただいた。会員数は平成 30年 9月末現在の 95名

で、食品製造業者をはじめ、農林漁業者、医療• 福祉関連事業者、流通・販売業者、

大学・研究機関、金融機関、行政機関等と幅広い業種が参加している。現在は事務局

がスマイルケア食に関する情報収集と情報発信を行っているが、今後、会員同士が自

由に連携することで、スマイルケア食の商品開発が進むことを期待している。

研究会の活動として、食品事業者への既存商品、新商品でのマーク利用許諾申請を

呼びかけ、積極的な申請支援とマーク取得後の販路拡大のためのプロモーションを行

った。また、スマイルケア食を利用する立場である一般県民に対しては、県の広報番

組をはじめ、あきた県庁出前講座やイベントを活用して多方面からの情報発信を行っ

ている。

平成 30年 8月には第 2回総会を開催し、約 80名の参加があった。秋田県栄養士

会理事で BFホールディングス株式会社の管理栄養士である谷口典子氏にご講演いた

だしヽ た。

2) スマイルケア食マーク取得の支援

黄マークや赤マークの取得は条件が厳しく、すぐに対応できる事業環境が整ってい

ないため、まずは低栄養状態の予防・改善を目的とした青マークの取得に取り組んだ。

既存商品や新商品で青マークの基準を満たしている場合は農林水産省への青マーク

利用申請手続きの説明を、基準に達していない商品についてはエネルギーやたんぱく

質を強化したレシピを提案する等の支援を行った。その結果、同省より平成 29年度

までに 7団体 24商品が青マークの利用許諾を得るに至った。その後、平成 30年 10

月末現在、計 10団体 32商品が登録され、企業数、商品数ともに全国最多となってい

る（表 1)。登録された商品の中には、秋田県の郷土料理である「あさづけ」を基にし

たフルーツかゆや、能代の食文化である豚の軟骨を柔らかく食べやすく加工したキー

マカレー等、県内の食文化を生かした商品もあり、高齢者にも馴染みのある味で手軽

に栄養を摂取できることが特徴となっている。さらに、男鹿海洋高等学校が生徒の実

習で製造・販売を行っているさばの缶詰 3種とかまぼこ 2種も青マークを取得してお
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り、高校生が製造した全国初のスマイルケア食として注目されている。

多くの事業者は、これまでの道の駅やスーパーだけでなく、スマイルケア食の認証

を受けることで薬局やドラッグストア等への販路拡大も狙いとしているが、男鹿海洋

高等学校の場合は、生徒たちが介護食の分野に興味を持つきっかけとして、教育的な

面を有している。これにより、若い世代へもスマイルケア食への理解が進むことが期

待される。

表 1.スマイルケア食青マーク取得企業・商品一覧（平成 30年 10月末現在）

企業・団体名 I 商品名 I I 認証年月日

あぐりこまちあずきがゆ 平成28年11月24日
レトルトおかゆ
粒入りあずきがゆ（ぜんざい風味） 平成30年2月16日
玄米粉フルーツかゆ（プレーン） 平成30年2月16日

あぐりこまち株式会社
平成30年2月16日

玄米粉フルーツかゆ（みかん果肉入） 平成30年2月16日
玄米粉フルーツかゆ（黄桃果肉入） 平成30年2月16日
玄米粉フルーツかゆ（ナシ果肉入） 平成30年2月16日
きりたんぽ風味かゆ ：平成30年2月16日

Iいものこ汁 平成30年8月6日

II 豚の角煮大根入り
i 

［ 

八幡平ポーク i 平成29年6月12日
株式会社幸栄丸 杜仲豚 と平成29年7月19日

笑子豚 と平成29年7月19日

シルクポーク ，平成29年7月19日
株式会社田沼屋慶吉 此内地鶏の煮たまご ！平成29年6月12日

有限会社鈴和商店
Iらくらく蒸し豆大豆 ＇平成 30年1月18日
らくらく蒸し豆ひよこ豆 平成30年4月24日

1i 豚極
：平成30年2月13日

株式会社白神屋 豚なんこつキーマカレー ；平成30年2月13日
豚なんこつハンバーグ 平成30年2月13日

I Iさば水煮缶詰
平成30年2月13日

さば味噌煮缶詰 平成30年2月13日
秋田県立男鹿海洋高等学校 さば油漬缶詰 平成30年2月13日

揚げかまぼこ ！平成30年2月13日
蒸しかまぼこ 平成30年2月13日

秋田いなふく米菓株式会社
あられんこ（しょっつる味）巾着タイプ 1 平成30年3月6日
あられんこ（しよっつる味）スタンドパックタイプ 平成30年3月6日
山の手ホテル義平福ビーフカレー 平成30年4月10日

株式会社グランドパレス川端 山の手ホテル羽後和牛ビーフカレー 平成30年4月10日

山の手ホテル秋田県産ポークカレー 平成30年4月10日
有限会社みちのくアトリウムプラン 1「、（てん）平」君 I平成30年8月31日

有限会社佐藤建工 II 秋田どじょう甘露煮
秋田どじょうつくだ煮

1平成30年10月10日
平成30年10月10日

3) 成果発信、啓蒙普及、販路開拓及び報道

栄養士・管理栄養士が多く所属する日本栄養改善学会において、これまでの秋田で

のスマイルケア食への取組みについて事例発表し、成果の発信を行った砂）。本学会

では、 2年続けて発表したが、いずれの年も他の研究者からスマイルケア食に関する

発表はなかった。参加者の多くはスマイルケア食は知っているが、商品数が少なく、

購入できる場所がわからないなどの理由から UDFの方が認知度、利用率も高いよう
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であった。確かに、スマイルケア食は青マーク商品は増えているものの、黄、赤マー

クはそれぞれ 1社しか取得していない。平成 30年度の発表時には、「秋田県が県を挙

げてスマイルケア食に取り組んでいることを初めて知った」、「大手企業とは異なる地

域色のある商品が多く興味深い」、「インターネット販売をしてもらえると、全国で購

入しやすいのではないか」、といった声が聞かれた。また、スマイルケア食の名称は知

っていたが、その詳細は知らなかったといったコメントもあった。秋田県の高齢者は、

インターネットショッピングを活用できる方は少なく、近所のスーパーやドラッグス

トアでの購入が求められる。しかし、離れた土地に暮らす子ども世代がインターネッ

トショッピングで購入し、親世代の家に送るといった利用もできるため、近所のお店

からインターネットまで、幅広い購買層に応えられる販路の開拓が必要であると考え

られる。

県内のスマイルケア食の利用者である医療・介護事業者から一般市民向けには、県

の広報番組である「あきたびじょん NEXT」と県内 3つの放送局による企画番組や、

その他研修会や講習会、県庁出前講座を活用して啓蒙活動を行った（表 2)。

平成 29年に秋田で開催された「ねんりんピック秋田 2017」でも研究会のブースを

構えて PR活動を行ったが、ねんりんピックに参加する高齢者の多くは健康な方が多

く、反響は少なかった。しかし、青マーク商品はエネルギーとたんぱく質量が多いた

め、スポーツをする高齢者の体力維持にも役立てられるのではないかと考えている。

商談を目的とした食品・飲料のバイヤー向けの専門展示会としてアジア最大級の

FOOD EX JAPAN 2018 (国際食料・飲料展、平成 30年 3月）（図 1) におけるブー

ス出展では、中国をはじめとする海外の方の関心も高く、特にあずきかゆの試食は好

評であった。平成 30年 7月の県産食材マッチング商談会では、店舗にコーナーを設

けてスマイルケア食を扱いたい、という販売業者もいた。コンビニエンスストアでは、

冷蔵・冷凍コーナーのスペースが小さく限られるため、常温の棚に置ける商品は扱い

やすいとのことであった。このような商談会で県内の全商品を掲載したパンフレット

を配布したことにより、各事業者に個別に商談があったとのことで、販路拡大に一定

の効果があったと思われる。このパンフレットは、青マーク取得企業が自社の商談の

際にスマイルケア食を PRし、普及促進を図る際にも活用されている。
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図 1. FOOD EX JAPAN 2018の様子
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以上のような取組みの結果、新聞やテレビ報道でも取り上げられることが増えてお

り（表2)、スマイルケア食の認知度向上に寄与している。秋田県の取組みは NHKの

おはよう秋田で初めて県外に紹介され、その後、全国農業新聞では秋田県が全国に先

駆けてスマイルケア食の開発と普及に取り組んでいることが 1面で大きく取り上げ

られた。今後さらに、県民だけでなく全国への啓蒙普及が進むことを期待している。

表2.新聞・テレビ報道

.................................................................................. 

...................•.........••............••..•......•................................•.............. 

············•···•············· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・... ・・・・-・・・・・・・ 

【課題】

スマイルケア食の取組みにおける第 1の課題は認知度の低さである。出前講座等で

質問してみると、スマイルケア食はもちろん、 UDFも知らない方が意外に多い。ス

マイルケア食は全国的にも商品数が少なく、スーパーや薬局で目にする機会が少ない

ことや、特に老老介護では市販の介護食品を利用することに抵抗を感じる人が多く、

実生活における必要性を感じないことから興味を持てないことなどが理由と考えら

れる。介護者がスマイルケア食の利用によって調理の負担を少しでも減らすことが可

能となるなど、介護者の意識を変えられるようなスマイルケア食の活用法などの啓蒙

活動が必要かもしれない。また、全国的にスマイルケア食が盛り上がらないのは、早

くから介護食分野に取り組む大手企業のほとんどが UDFを提唱する日本介護食品協

議会の役員企業となっていることも大きいと考えている。最近は UDFには無い区分

である青マークヘの参入がみられるようになったが、 UDFからスマイルケア食の黄

や赤マークヘの転向にはかなりの時間を要すると考えられている。大手企業が参入す

る前に、秋田県から黄や赤マーク商品を出すことが望ましいが、スマイルケア食自体

が盛り上がっていない現状では、企業の意欲も高まってはいない。

第 2の課題は、スマイルケア食品の販路拡大である。啓蒙活動の際にはできるだけ
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試食も行い、実際にスマイルケア食がどのようなものであるかを体験してもらってい

る。ここでも良く聞かれることが、「どこで購入できるか」、であり、現在は各事業者

がそれぞれの販路で販売していることから、全商品をまとめて置いてある場が無いた

め、消費者が購入しづらいことが課題であると考えている。スーパーや薬局などで、

簡単にスマイルケア食が購入できる環境の整備が求められている。秋田のスマイルケ

ア食商品を県外で PRする機会がほとんどないため、販路の拡大は難しいものとなっ

ている。スマイルケア食のマークを取得することで既存商品の販路拡大を狙っている

が、現状ではスマイルケア食であることに関心を持った商談は少なかったものと推測

される。

秋田県には、特産品のハタハタをはじめとする魚介類や大豆など、たんぱく源とな

る様々な食材がある。しかしながら現状では魚を使用した商品が少ないため、今後、

強化する必要があると思われる。

【今後の展望】

あきたスマイルケア食研究会の取り組みとしては、会員同士が自由に連携し、商品

開発や販路拡大につながることを期待している。また、医療・幅祉関連事業者との連

携を強化し、介護の現場の声を商品開発に活かしたり、開発段階で利用者に試食して

もらうなど、現場のニーズに合った商品聞発を行っていきたい。

「スマイルケア食」は「新しい介護食の枠組み」とされているが、低栄養予防・改

善を目的とした青マーク商品は、育ち盛りの子どもにも適していると考えられる。さ

らに、レトルトおかゆは、離乳食にも応用できる商品であるため、今後、高齢者向け

の介護食に加え、乳幼児・児童向けの商品としての展開も考えている。
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