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〔日農医誌 60巻 2号 96~103頁 2011. 7 J 

報告:

入院児と保護者に対する食育の取り組みと

そのアンケート結果

深 見 沙 織 * ・ 中 村 崇仁*・柳田勝康*・山田慎悟*

重 村隼人*・伊藤美香利人岩田弘幸*・朱宮哲明*

西村直子2*・尾崎隆男2キ

近年わが国では，食生活の変化に伴い子どもにおける肥瀧や生活習慣病の増加が起こっ

ているO その解決策として，食育が必要と考えられている。この度われわれは，入院中の

子どもとその保護者を対象に，食事を提供する医療従事者の立場で次のような食育の取り

組みを開始した。栄養バランスが良く，子どもたちが好き嫌いなく食べられるように工夫

した「お子様ランチ」という新メニューを創った。古来の季節行事の日の「お子様ランチj

には，わが自の季節に応じた食文化の紹介文を添えた。保護者に対して，食背の意義，献

立に使用した食品の栄養素の解説， レシピ等を記載したパンフレットを週 1固定期的に配

布した。

また，この取り組みを評価するため，保護者に対し毎逓 1回アンケート調査を行なっ

た。開始綾 3か月間のアンケート結果 (n= 215，由収率87%)では， rお子機ランチ」の

献立内容，盛付け，子どもの反応，パンフレットの内容の 4項目全てで， rよいJという

回答が過半数を占めた。食育に興味があるとの回答は93%であり，保護者の食育に対する

関心は高かった。一方，子どもが好む食材-のみを使用する傾向，外食が多い傾向等，食育

上の問題点が見出された。

入院期間中という短期間の取り組みであるが，保護者に子どもの食脊を考える機会を提

供できたと考える O 今後もこの取り組みを継続し，子どもたちの食育に生かしていきたい。

①食育 ②入院児 ③お子様ランチ

緒

近年，わが国では栄養バランスの偏りや不規

則な食事という食生活の変化に伴い，子どもに

おける肥満や生活習慣病の増加が起こってい

るO また，食を大切にする心の欠如や， r食料」

の海外への依存，伝統ある食文化の喪失等，食

*〒483-8704 愛知県江南市潟屋町大松原137

江南厚生病院栄養科

2*陀 こども医療センター

(受付:2011年2月188)

を取り巻くさまざまな問題も生じているトヘ

それらの問題の解決策として，食を通じた子ど

もたちの健全育成，すなわち「食育jが必要と

考えられている O この度われわれは，当院こど

も医療センター入院中の子どもとその保護者を

対象に，食事を提供する医療従事者の立場で食

育の取り組みを開始した。また，この取り組み

を評価するため，保護者に対し毎週 1田アン

ケート調査を行なった。本取り組みの内容およ

びアンケート結果をまとめ報告する O



対象

当院こども藍療センター(一般病床51床，

NICU+GCU 12床)に入院中の 1~5 歳の幼

児食を喫食する子どもおよびその保護者。

方 法

2010年2月より，対象者に対して食育の取り
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組み(①「お子様ランチ」という新メニューの

提供，②保護者に対する食育の啓発)を開始し

た。

①「お子様ランチjの提供

栄養バランスが良く，子どもたちが好き嫌い

なく食べられるように工夫した「お子様ラン

チj という新メニューを創り，週 1回提供した

(図1)0 古来の季節行事の日には各行事の意

図1.お子様ランチ(左:プレート議り，右:弁当箱盛り)

図2.行事食のお子様ランチ

(左上:ひなまつり，お上:こどもの日，左下:夏の思い出 (8月)，右下:お月見)
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回3.食育パンフレット(左:食育について，右:献立について)

に添ったメニューとし(関 2)，遊んで楽しめ

るぬり絵や手作りの折り紙，行事飾り等を食事

に添えた。配膳の!祭には，節分では鬼のお耐を

付け，こどもの日には兜をかぶり，クリスマス

にはサンタクロース姿で配膳し，子どもたちを

喜ばせた。「お子様ランチ」を喫食できない治

療食の入院兇には，食事制限の厳しい時期を捻

き， rお子様ランチ」と見た目はほぼ同じにな

るように調理し提供した。

②食育の啓発

保護者に対して，食脊の意義，献立に使用し

た食品の栄養素の解説，レシピの紹介等を記載

したパンフレットを，選 11ヨ定期的に配布した

(図 3)。 治療食喫食児のパンフレットには，

食事制限調理のポイントの記載を加えた。季節

行事の日には，わが国の季節に応じた食文化の

紹介文を添えた。

この取り組みを評価するため， 2010年4丹~

6月の 3か月期，毎週 1回，保護者に対してア

ンケート調査を行なった。アンケートの内容

は， rお子様ランチJの献立内容， rお子様ラン

チjに対する子どもの反応，配布した食育パン

フレットの内容，食育への興味， EI頃の子ども

の食事情等とした。尚，アンケート調査は当院

治験臨床研究審査委員会の承認を得て行なっ

た。

結 果

「お子様ランチjについてのアンケートは248

名中215名(重複あり)から屈答が得られた(1m
収率:86.7%)0 献立内容について「よいjが

61%，味付けについて「ちょうどよい」が

85%，盛付けについて「よい」が75%，普段の

病院食と比べた子どもの反応について「よいj

が53%と， rお子様ランチjは概ね好評であっ

た。また， rお子様ランチ」の中の苦手な食べ

物について「食べられた」が22%であり， r食
べられなかったJ42%の半数程度であった(国
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図 4.お子様ランチに関するアンケート

ηご215

無回答
3弘

国 5.パントフレットの内容に関するアン

ケート

4 )。食育パンフレットについて「役立つJが

77% (図 5)，食育への興味について fとても

あるJ47%， I少しあるJ46% (国 6)と保護

者の食育に対する関心は高かった。自由記述欄

には「小さい子どもにはもう少し小さく切って

あると食べやすいと思うJ，I野菜がそのままの

状態では食べない」等の意見もあった。

日頃の子どもの食事i官についてのアンケート

nコ215

あまり
ない

S器

;母国営

1誌

図6.食育への興味に関するアンケート

では， 194名中187名(重複なし)から回答がf与

られた(@J収率 :96.4%)0子どもが苦手な食

材ーを使った料理について「よく作る」が18%と

少なく，食事時の「いただきますJ1ごちそう

さま」の挨拶について「毎回言えるJ65%， 

11時々言えるJ24%， 1ほとんど言えないjが

7%であった。外食の頻度について f月に 2~

4日」が49%と約半数を占め，次いで f週に 1

~2 日 J 23%， 1週に 3日以上J2%と外食の
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関7. 日頃の子どもの食事情に関するアンケート

多い傾向がみられた(図 7)0外食で子どもが

よく食べるメニューと子どもの好きな食べ物・

嫌いな食べ物の質問では(複数回答あり)，麺

類等の炭水化物中心のメニューが好まれる一方

で，野菜が苦手な傾向がみられた(図 8)0そ

の他，図には示していないが，夕食の副食の平

均品数は 3品が62%(115/187)と最も多く，

次いで 2品27%，4品以上 9%， 1品 1%の}11f[

であった。食事の盛付けは，個々に盛付けるが

50% (94/187) と最も多く，次いでプレート

に盛付ける31%，大聞に盛り各自が取る15%の

}II貢であったO 普段朝食は毎百食べるが95%(177 

/187) を占め，週に 4~6 日食べる 2.1%，過

に 1~3 日食べる1. 6%の頗であり，朝食を食

べない子どもはなかった。

考 察

「食育Jは『通俗食物養生法.1 (明治31年発

行)という書物の中で，医締であり薬剤師でも

ある石塚左玄が f体育智育才育はすなわち食育

なり jと用い，すべての教育の基本となるもの

としてその重要性を説いたことに始まるとされ

るヘまた，村井弦粛の f食道楽.1 (明治36年

発行)の中にも「食育jという言葉をみること

ができる九 2005年に成立した食育基本法で

は，食育は「生きる上での基本であって，知

育，徳育及び、体育の基礎となるべきもの」と位

置づけている

近年，わが掴では，食生活の変化に伴い子ど

もにおける肥満や生活習慣病の増加が起こって

いるO その解決策として，食育が必要と考えら

れているO しかし，具体的な取り組みを実施し

ている施設は少ないように思われる。教育機関

では平成17年より栄養教諭が配置されJ) 食脊

の取り組みが始まってはいるが，医疫機関にお

いて食育の取り組みを行なっている施設をわれ

われは知らない。痛院給食においては「病院給

食の料理は食べ'慣れていないため子どもは食べ

ないjという声や，病院給食にはほとんど手を

付けず，悲し入れのフライドポテトを食べてい

る等，子どもの食生活上の問題が生じている O

それらの問題に対し，医療従事者として「健
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図8.子どもの晴好に関するアンケート

康J. I病気」と「食事」のかかわりについて子

どもとその保護者に対し食育の重要性を伝えて

いく必要を感じている。

この度われわれは，入続中の子どもとその保

護者を対象に食育の取り組みを開始し，その一

環として「お子様ランチ」という新メニューを

創った。最初のテーマとして「好き嫌いなく何

でも食べよう jと設定し，子どもの給食で食べ

残しが多いとされる野菜等の食材6)を多く用

い，嫌いな食材も食べられるようなメニューや

調理法を検討した。アンケート結果から， I苦

手な食材が食べられた」は22%であり， I食べ

られなかったJ42%の半数程度であった。日頃

の子どもの食事情についてのアンケートでは，

苦手な食材を使った料理をよく作るという回答

は18%と少なかった。貧しい時代は好き嫌いを

吉わずに目の前のものを口に入れるだけであっ

たが，飽食の時代になり，好きなものだけを食

べるようになった九そのことが子どもの好き

嫌いを増やす最大の要因と考えられる。日頃か

ら苦手な食材を多く用い，苦手な食材が好きに

なる食習慣作りが必要と思われた。

「お子様ランチJの味付けについてのアン

ケート結果では，味が薄いという回答が 5%

あった一方で， I味付ーけや量など家庭で料理を

作る捺の勉強になりましたjという意見も開か

れ， Iお子様ランチjは 1つの「食事モデルj

としての役割も成した。

近年の核家族化により，食の文化が健全に伝

承されることが難しくなっているヘ行事食で

のアンケートでは， Iこどもの日という大切な

日に入拐していたことを良い思い出にさせてく

れる食事でした」という感想が開かれた。食べ

る力を育てるには，楽しく食べることも大切で

あるヘ入暁児の病床での食事は決して楽しい

食事にはなり難いが，このような場でも楽しい

食事を提供することはわれわれの大切な使命と

考える o I食育に興味があるjとの自答は93%
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であり，保護者の食育に対ーする関心は意外と高

かった。食育について学ぶ機会を増やしていく

ことが必要と忠われた。

食事時の挨拶が「毎回言える」という回答は

65%であり，あまり高くはなかった。食事の挨

拶とは， iいただきます」と手を合わせて生き

物の命をいただくことに「礼Jをし， iごちそ

うさまでしたjとその命とこの食事に関わって

くださったすべての人の働きに感謝することで

あるヘあいさつの習慣の徹底に努めること

は，その意味を理解し，食事を好き嫌いなく残

さず食べることに繋がると考えられている川。

外食を月に 2日以上利用するという回答は

74%であり，子どもの外食利用率が高いことが

浮き彫りになった。子どもの外食和吊がますま

す低年齢化してきている 11lことは問題であるO

外食での食事内容は，麺類等の手軽に食べられ

る単品料理やファーストフード等と，食事の簡

便化が見られた。外食は野菜類が少ない等栄養

バランスの偏りがある他，幼見期から外食の濃

い味付けに慣れてしまう等の問題も考えられ

た。

夕食の副食の品数を 4J:1(l1以上作るという問答

は9%であった。かつて日本の食事は i-i十三

菜jが一般的であったがIへ食の欧米化が進み

カレーライス等の単品料理が増えたことや，夫

婦共働きで忙しいこと等が，品数の減少につな

がっていると考えられるO

食事を大胤盛りにしているという回答は15%

と多くはなかったが，大盟盛りは好き嫌いを助

長する形態であり，食事への理解が低い年齢期

の子どもには適さないと考えられる O 大皿盛り

やバイキング形式等の食事の際には，選食力を

養うことが必要であるO

現在，若者の朝食摂取率の低下が問題視され

ている。本調査で朝食の摂取率は95%と比較的

高い結果であったが，国は食育推進基本計画に

おいて「子どもの朝食欠食率o%Jという目標

値を定めておりヘ朝食欠食率の低下は課題で

ある O

本調査により様々な食育上の問題点が把握で

きた。これらの問題点を今後の食育のテーマと

し，食習慣と健康の関わり等についてパンフ

レットで紹介をしたり，保護者に対する講習や

実習をする機会を作り，食育活動を広げていき

たい。また，家庭や地域環境，学校給食等との

連携を図ることも今後の課題である O

今回の fお子様ランチ」の提供とアンケート

調査は，保護者に子どもの食脊を考える機会を

提供できたと考えるO 医療機関における食育活

動には入院期間中という制限があるが，今後も

継続し，子どもたちの食育に生かしていきた

し、。

最古 混
同==門H

病院給食での「お子様ランチ」の提供を通し

て食育に取り組んだ。本取り組みにより，子ど

もの食育上の問題点が把握できた。

なお，本論文の要旨は，第59回日本農村医学

会学術総会(平成21年11月，盛岡市)にて発表

した。
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their Parents Questionnaire Surveys 

Saori FUKAMIぺTakahitoNAKAMURA *， Katsuyasu YANAGIDA *ヲ

Shingo YAMADAヘHayatoSHIGE班URA*¥MikariITOヘ

Hiroyuki IWATA *， Tetsuaki SHUMIYAヘ

N aoko NISHIMU豆N象 andTakao OZAKF * 

In recent years， changes in Japanese dietary habits have been associated with the in-

creased incidence of obesity and lifestyle diseases even among children. Dietary education is 

considered essential for stemming this trend. In this study， we introduced the following initia-

tive in dietary education for children admitted to hospital and their parents from the standpoint 

of health care workers providing meals to inpatients. We added a ‘Children's Lunch' to the 

menu. Designed for the fussy children， it was a nutritionally balanced meal. On traditional sea“ 

sonal festival days， we wrote an introduction to J apanese seasonal cuisine and showed it to the 

children. To the parents， we distributed a regular weekly pamphlet outlining the importance of 

dietary education， with an explanation ofthe ingredients used in the meals， and recipes. 

To assess the results of this initiative， we conducted a questionnaire survey of parents on a 

weekly basis. The results of the surveys (n口 215，recovery rate 87%) tal王enduring the first three 

months showed that the majority ofparents rated all four aspects ofthe 'Children's Lunch' high 

menu content， presentation， child's response， and the pamphlet contents. The parents displayed 

a deep interest in our activity， because 93% ofthose parents said that they were impressed with 

dietary education. On the other hand， some dietary problems were identified， with tendencies to 

use only ingredients preferred by the children， and eat out often. 

This was a short term initiative， limited to hospitalization， but we were cwetain that we 

had been able to provide an opportunity for parents to think about their children's diets. We 

plan to continue this initiative， thereby making a contribution to dietary education for children. 

* Dept. of Dieteticsαnd 2 * Dept. of Pediαtrics， Konαn Kosei Hospital， Aichi， J，αpαn 
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