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食多様性と健康の観点から
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地域環境 食文化

グローバル化

「食と健康」のフィールド研究



②

①

フィールド栄養学の調査モデル



環境
（自然、社会）

食 健康

人間の



「体にいい」食ってなに？



脂質の例

1960年代 7カ国研究

食事と心筋梗塞の発症を調査
（初めての世界規模の栄養疫学研究、11,579人 40-59歳 15年追跡）

→ 飽和脂肪酸の摂取と血清コレステロール高値の関連

「バターをマーガリンに変えよう」

アンセル・キーズ
1961年1月13日TIME誌

Keys A, et al. Am J Epidemiol. 1986;124(6):903-15.

"You are what you eat“
食べるものがあなたをつくる

TIME誌 2014年6月17日

「バターを食べよう」
Scientist labeled fat enemy. 
Why they were wrong?

科学者はバターを敵とした。
なぜ彼らは間違ったのか

“Low FAT diet”
から

“Low CARB diet”へ

<Nutritionism>単一の食品や特定の栄養素を気にしすぎて、「食事」が
一つの食品だけで成り立っていないという単純な前提を忘れてしまう



日本での栄養疫学

• 食と健康との関連の一環した研究
が少ない

研究論文に掲載されている件数
（PubMed 2016）

日本食 111件
地中海食 1793件
科学的エビデンスに乏しい

日常茶飯事は、研究対象でなかった
国立民俗学博物館 石毛直道

「和食」は健康長寿食でしょうか

そもそも、「和食」が不明瞭



「健康長寿」

人の老化と
高齢期の健康を考える



人は一様に老いるのか

健康とは？ （WHO憲章）

Health is a state of complete physical, mental

and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということ
ではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも
すべてが満たされた状態にあること



単に疾患の有無のみならず

多くの問題を複合的に抱えている

・ 疾患の有無（生活習慣病などの慢性疾患）

・ 日常生活動作 （ADL）、運動機能
・ 心理的健康度、Quality of Life, QOL
・ 認知機能

・ 社会参加、社会関係資本、家族関係

・生活背景（居住環境、経済、運動習慣、食事）

高齢期の「健康」

病院 ＋ 生活の場



「食」は 複雑

「健康」も 複雑

多面的にとらえる必要性

ある栄養素の過不足と疾患に注目が向けられていた栄養学

⇒ 「健康」という多様であいまいなターゲットへ
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１．食多様性と関連因子



食の多様性への注目

食の多様性は死亡率や生活習慣病に関わる重要な指標 1,2

高齢者では多様性が失われる傾向にある 3,4 

→咀嚼・嚥下、食欲の低下など…複合的な要因

食の多様性が、高齢者の包括的な健康に

どのように影響するか？

(1) Kant AK, et al.(1993) Am J Clin Nutr.  (2) Michels K B, Wolk A. (2002). Int J Epidemiol

(3) Morley JE. (2001) J Gerontol.  (4) Vellas B. J.et al. (1997). Nutrition  

「バラエティ豊かな食事を」 多様な食品摂取を推奨（厚労省食生活指針）



地域高齢者の食多様性の調査

• 食多様性に乏しい人ほど、

- ADL（日常生活機能）が低く
-心理的健康 QOL、うつ傾向 と関連

-糖尿病の頻度が高い

-咀嚼困難感をもつ人が多い
- 豆類、肉類、種実類の摂取が少ない

1) Kimura Y, et al. J Am Geriatr Soc. 2009 

2) Kimura Y, et al. Geriatr Gerontol Int. 2013

3) 木村友美他, 2010老年医学

高知県土佐町の高齢者の食生活から

食品摂取の多様性を調査（11食品群の摂取頻度）

＊2008年高知県土佐町地域高齢者689人の調査より



多様な食品の摂取

BMIが低い
身体機能が低い
QOLが低い
うつ傾向





インド・ラダック チャンタン高原（4900m）



身体的な適応



文化的な適応





交易システム

農民 遊牧民
食糧の交換



チベット族にとっての食の多様性



生態環境

食の多様性

健康アウトカム
ADL（身体的機能）
QOL（心理的機能）
うつ傾向
生活習慣病

介入可能性

×

○

年齢

居住形態

経済状態

文化

咀嚼能力孤食

＊Publications of the findings 

1. Kimura Y, Geriatr Gerontol Int 2009; 9: 102–104.

2. Kimura Y, J Am Geriatr Soc. 2009;57: 922-924. 

3．Kimura Y, Geriatr Gerontol Int. 2009;9: 359-365.

4．木村ら, ヒマラヤ学誌 2011.12:32-39. 

5． Kimura Y, J Nutr Health Aging. 2012, in press

*1
*3 *4

*5

*1

*2

*5

*3

健康度に関連する食多様性と、さまざまな関連因子
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２．日本の事例：高齢化と「孤食」



高齢者の「孤食」

高知県土佐町の調査856人中の284人（33.2%）が孤食

同居の高齢者でも、19.5%が一人で食事をしている

(N=159) (N=697)

同居・独居別に、孤食の頻度を調べると

Kimura Y, et al. J Nutr Health Aging. 2012
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板橋 西多摩 伊丹 朝来 土佐町

独居％ 孤食％

孤食と居住形態

板橋 西多摩 伊丹 朝来 土佐町

同居しているのに
孤食％ 20.1 16.212.4 11.2 11.6

✓ 都市部で、より孤食の頻度が高い
✓ 都市部での子供の職業形態が、高齢者の孤食に影響している
と考えられる

対象： ＳＯＮＩＣ研究の
健康長寿調査に参加した
高齢者75-77歳

75-77歳
(N)

板橋 212

西多摩 143

伊丹 173

朝来 147

土佐町 103



高齢者の孤食と健康

Kimura Y, et al. J Nutr Health Aging. 2012 

孤食の高齢者では

- QOLが低く、うつ傾向があり

-食多様性に乏しく

- BMIが低い （やせ傾向）

• 心理的健康度が低い

• 食欲スコアが低い

*1) WHO-5: World Health Organization-Five Well-Being Index 日本語版を用いた



孤食の背景

65歳以上の高齢者を対象に、3度のグループインタビュー（各回6～11人）と、個別インタビューから

・ 自分の台所で作って食べるのが気楽 「自分で何でもできる」
・ 週2回のコーラスクラブに通うが食事はしない 「皆さん家庭があるでしょ」
・ 市内に住む娘とは月1,2回ほど会ってランチ 「娘も忙しく迷惑をかけたくない」

「地域での集まりが減った」
（独居でも）昔は、地域での行事や共食の機会が月に1、2度くらいはあった
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日本の独居高齢者数

男性 女性

（千人）

全高齢者
のうち

女 21.1%
男 13.3%

独居が避けられない社会背景

✓高齢化、過疎化が農村地域で特に深刻
✓地域医療･介護の観点からも問題

地域での「共食」による
介護予防は可能か？

調査地・団体
四万十市えっころねっと、
土佐町高齢者ボランティア・
とんからりんの家、
京都市西京区 カルチャー遊



Smartphone Food Club
a pilot study

30Sasaki L, Haapio-Kirk L, Kimura Y. (2021). “Sharing virtual meals among the elderly: An ethnographic and quantitative 
study of the role of smartphones in distanced social eating in rural Japan” J Review of Cultural Anthropology 21(2);1-42



食を通じてつながること

・ 直接／間接的な「おすそわけ」

・ 次世代への食の伝承

⇒ 高齢者の「役割」の顕在化



生態環境

食の多様性

健康アウトカム
ADL（身体的機能）
QOL（心理的機能）
うつ傾向
生活習慣病

介入可能性

×

○

年齢

居住形態

経済状態

文化

咀嚼能力孤食

＊Publications of the findings 

1. Kimura Y, Geriatr Gerontol Int 2009; 9: 102–104.

2. Kimura Y, J Am Geriatr Soc. 2009;57: 922-924. 

3．Kimura Y, Geriatr Gerontol Int. 2009;9: 359-365.

4．木村ら, ヒマラヤ学誌 2011.12:32-39. 

5． Kimura Y, J Nutr Health Aging. 2012, in press

*1
*3 *4

*5

*1

*2

*5

*3

健康度に関連する食多様性と、さまざまな関連因子
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３．パプアの事例：「主食」の転換



オセアニア地域での糖尿病

オセアニア地域での糖尿病罹患率の高さ

→倹約型遺伝子による説明

途上地域では、より深刻

✓ 医療資源の不足（医薬品、設備、医療者）

✓ 保険制度の未整備（経済負担）

✓ 感染症とのDouble burden

→ 予防的アプローチが重要

34Boutayeb A. The burden of non communicable diseases in developing countries. Int J Equity Health. 2005, 4 (1): 2-10.

Maeseneer JE, et al. Tackling NCDs: a different approach is needed. Lancet. 2012;379:1860-1861.



インドネシア・パプア州

インドネシア領「パプア」

オランダが占領 （一時、日本も）

その後、インドネシアの領土となった

調査地：ニューギニア島南西部、ディグール川沿岸の町

• 川を通じた流通の拠点：島外から来た商人も移住
• ゴムの樹の輸出により、市場経済化が進む



沿岸部でみられる食事の一例

サゴヤシの樹から澱粉を採取・精製する マーケットでは魚、エビなど川で採れた食品が並ぶ

サゴヤシ文化圏
• サゴ（サゴヤシ澱粉）
• キャッサバの葉の油いため
• 空芯菜とパパイヤの花の煮物
• 貝のココナッツ煮、魚介類



誤った食選択によって糖尿病が悪化した事例

YNさん、69歳女性

• 「コメが体に良いもの」と信じ、1日3食の白飯に砂糖をふりか
ける食事を2年間続けていた

• 血糖値は高く、中性脂肪が高いものの、コレステロールが低く
貧血の症状（Malnutrition）

• サゴや、他の食品を食べなくなったので、食多様性は著しく減
少していた

⇒1年間の介入後、血糖と体重が改善

「コメが体に良い」という噂が広まっており、コメ嗜好がこの地域
で急激に広がっていた



主食の転換 「サゴからコメへ」

なぜ「コメ信仰」が広まったのか？

• 外来の食品への憧れ、社会的地位との結びつき
• インドネシア政府による価格への介入
• 職業構造の変化（若者が都市へ移住）

V S

食多様性の低下、食糧安全保障の問題

「サゴを精製するのは大変だけれど、売っているものはおいしくない」

市場で売られているサゴ澱粉

比較的安価なコメ



食の選択と、その背後にあるもの

「食に関する誤った認識」 ⇒食選択

近代化や様々な「外部」の影響によって新しい食品が流入してくるが
これと同時に、その食品に関する正しい知識が入ってきておらず
「物」 と 「知識」の導入に大きなギャップが生じている。

このような知識や認識自体も、社会的背景（政策や資本主義経済）
にコントロールされている可能性をふくむ。

単一食品に依存するリスク

・心身の健康への影響だけでなく、地球環境にも悪影響

・食多様性⇒生態多様性を守ることにもつながる

人が食べるために栽培されている植物は5000種類以上あるが、

世界の食糧供給の4分の3は、たった12種の植物と5種の家畜動物でなりたっており、

4つの作物（小麦、コメ、トウモロコシ、大豆）が、地球の全農地のうちの半分を占めている

（Martin et al. 2019）



まとめ

食の多様性に影響をあたえる社会・環境因子

• 「孤食」という社会課題
高齢・過疎化、つながりの維持

• 主食の選択：単一の食品に依存する問題
正しい情報、食選択、認識、コントロール

40

地域にそくした多様な食を、共にとること

人の健康と 「地球の健康」の双方によい食のありかたは…？


