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虚弱予防 

～健康寿命を延ばすために～ 

 

佐藤雅純， 高橋邦男， 渡部真輝， 渡邊夢莉， 田畑 杏 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ５ 

 

現代は医療技術の発達により平均寿命が延び、それに伴って高齢化も進んでいる。特に秋田県は日本を代

表する高齢化先進地域であり、大きな課題となっている。健康寿命と平均寿命の差が広がっていることで、

多くの高齢者が現役世代のような健康で自立した生活を送ることが困難となり、生活の質が下がってしま

うからだ。そこで本研究は 2035年までに高齢者となる人を対象に「虚弱」と呼ばれる状態を防ぐことで、

高齢者の健康寿命を延ばすことを最終的な目標とした。具体的な解決策として、身体的要因の一つである

「低栄養」を補う食事のレシピを提案する。それにより社会的要因、精神的要因の解決も可能であり、虚

弱を３つの側面から防ぐことができると考えた。また、これから高齢化が本格化する各国に対してもこの

研究を紹介し、秋田県を、高齢者とともに作る新たな社会モデルとして世界へ発信していきたい。 
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Ⅰ 問題の所在 

１ 高齢化 

 1975 年以降、日本では高齢化が深刻化している。

特に進行度が全国第１位である秋田県の高齢化率

（総人口における 65歳以上の人口が占める割合）

は 2015年には、33.1％だったが、このままのペー

スで進行すると 2035 年には 40.0％に達すると予

想されている（図１）。つまり 15年後には５人に

２人が高齢者になるというのだ。 

 

図１ 秋田県の高齢化率 

 

現在、高齢化社会の問題点とされているのは、

社会保障の増大、介護者・医療従事者の不足によ

る負担の増大などで、これらは高齢化に伴ってさ

らに深刻になっていくと考えられる。しかし高齢

化自体は、医療技術の発達によってもたらされた

恩恵の一つであるため、高齢化に伴い、多くの高

齢者が長期間にわたって、健康で自立した生活を

送れなくなることが問題であると考え、本研究で

はその原因と解決策を考えた。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 健康寿命 

健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限

されることなく生活できる期間」のことである。

2016 年の厚生労働省の調査によると秋田県の平

均は 72.9 歳、全国平均は 74.8歳（図２）となっ

ており、特に男性は最下位であった。また平均寿

命と比較すると、日本では約 10.6年の間、日常的

な動作が制限された生活を送ることになり、介護

や入院が必要となる。現在、政府や地方公共団体

が積極的に健康寿命を延ばすことに取り組んでい

るが、これらの活動の目的は健康寿命を延ばすこ

とで、寿命と健康寿命の差を縮めることである。 

要介護状態に陥る主な原因は、生活習慣病に由

来する、脳血管疾患・心疾患・糖尿病・呼吸器疾

患・癌などが３割、高齢に由来する、認知症、骨

折、転倒、高齢による衰弱（虚弱が含まれる）が

５割以上である（図３）。 
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生活習慣病が要因になる病状は成人期からの生

活習慣の改善により対策が可能である。高齢が要

因になる病状は高齢期の食生活や身体活動の程度

により、回避や先送りが可能であり、その対策が

重要である 。 

 

図２ 日本と秋田の健康寿命 

 

 

図３ 要支援・要介護となった主な原因 

 

２ 虚弱 

虚弱とは、加齢と共に身体機能が低下し、要介

護になりやすい状態のことである。虚弱状態が継

続されると、風邪や体調不良などから肺炎を発症

し、転倒・骨折をする危険性が高まるため、日常

生活に支障が出る病気を引き起こし結果として健

康寿命が短くなる（図４）。 

虚弱の主な原因は孤食や閉じこもりなどの社会

的要因、低栄養や身体機能の低下などの身体的要

因、鬱や認知症などの精神的要因の３つに分類さ

れ、それぞれが互いに影響し合っている（図５）。 

同時に虚弱までの過程は可塑性であり、正しく

予防、治療を行うことでその進行を止め、遅らせ

るだけでなく、以前の状態を取り戻すことも可能

である。 

 

図４ 虚弱の位置づけ 

 

  

図５ 虚弱（フレイル）の多面性 

 

Ⅲ 研究仮説 

 健康寿命を延ばすには虚弱を防ぎ、虚弱を防ぐ

ためには３つの要因を解消する必要性があった。

そこで身体的要因である低栄養の予防のための食

事を考えた。事前の調査から、次の３つの条件を

満たす食事による栄養補給を提案したい。 

 

１ 十分な栄養素を含んでいて、必要な栄養素を

加えることが容易な調理方法の料理である。 

２ 咀嚼、嚥下機能の低下に味や触感が大きく影

響を受けない形態である。 

３ 家庭料理としてよく食卓に登場し、誰もが身

近に感じることができるものである。 

 

Ⅳ 調査 

１ 低栄養 

一般に低栄養状態は栄養素の不足やその偏りが

原因となる。その要因の大部分を占めているのが、

タンパク質とエネルギーの欠乏から起こる

Protein-Energy-Malnutrition(PEM)である。高齢

者の低栄養は、身体能力、合併症の度合いとその
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発症率、死亡率に悪影響を及ぼすとされる。低栄

養により、サルコペニア（加齢や老化に伴う筋肉

量が低下する状態）に陥り日常的な身体行動が減

少して消費エネルギー量も減少する。それにより

食欲が低下し、摂取エネルギー量が減少すること

で、さらなる栄養状態の悪化が引き起こされてし

まう（図６）。 

 

図６ 低栄養に陥る過程 

 

また、日本において在宅診療を受けている 32～

35％が PEMであるとされている。そのため高齢者

医療において低栄養の予防は重要な課題であり、

高齢者の QOL を向上させるためには避けることの

できない問題であるといえる 。 

 低栄養を予防する為にはエネルギーとタンパク

質が必要だ。しかし必要栄養量の設定には様々な

方法がありそれらの正確な検証は困難を極める為、

現実的でかつ妥当な基準である厚生労働省から、

40～50 代における一食分の推奨摂取量を求める

こととした。 

 

２ フィールドワーク 

 ７月中旬、介護付有料老人ホーム「ヴィレージ

ュ」を訪れ、高齢者の方の食についての意識調査

を行った。調査の内容としては、以下の３点を中

心に 10人程度に話を伺うことができた。 

① 食事を楽しんでいるか 

約９割が楽しんでいると答えた。またそのよう

に回答した理由は、食事は生活の中の大きな楽し

みだから・沢山の人と一緒に食事を楽しめるか

ら・今日はどんな料理を食べることができるのか

想像することが楽しいから、という意見が多くあ

った。 

② 好きな食べ物 

 多様な意見が出されたが、旬の物や地元の物な

どを好む傾向にあった。また口当たりの良いもの、

さっぱりとしたフルーツなどの意見も多く出され

ていた。 

③ 加齢に伴って変化した味覚や味の好み 

 味が薄く感じるようになった、今まで美味しい

と思っていた物を美味しいと感じなくなった・沢

山の量の料理を食べられなくなった、などの意見

が多くあった。 

また、８月中旬には秋田県庁第２庁舎にある食

navi ステーションでスマイルケア食品について

話を伺った。スマイルケア食品とは介護者に最適

な介護食品を提供できるように設定された基準を

満たす食品で、健康維持上栄養補給が必要な人向

けには青マーク、咀嚼機能が低下してきた人向け

には黄マーク、咀嚼・嚥下機能が低下してきた人

向けには赤マークが割り振られている。この仕組

みを参考にし、食べる人全員が楽しみながら健康

維持ができる食事の開発を目指した。 

 

３ カレー 

 私たちは以上の事前調査、仮設をもとに、様々

な方法を検討し、カレーが一例として適切な解決

策になりうると判断した。その根拠は以下の３点

である。 

(1)栄養価 

カレーは様々な食材を加えやすく、栄養を外に

逃がさない形態であるため、一般的に栄養価が高

く、バランスがとりやすいとされる。低栄養の主

な原因である「エネルギー」「タンパク質」に着目

したところ、対象となる 40～50代の一食の推奨摂

取量は 700kcal、18.3g である。これに対し、一般

的なカレーに含まれる量は 729kcal、22.5gと適切

な値だといえる（表１）。 
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表１ 推奨量とカレーの栄養素比較 

 

(2)アレンジ 

カレーは今や日本の国民食となり多くの人に親

しまれている。ヴィレージュでもカレーは好きか、

という調査を行ったところ好物であると答える方

が多かった。ここまでカレーが親しまれている一

因としてアレンジのしやすさが挙げられる。 

例えば、貧血の人に向けて、ほうれん草などを

入れて鉄分を補う、秋には旬のきのこを取り入れ

るなど、各々の不足している栄養素、体調や好み

などに合わせて様々な食材を美味しく、簡単に加

えることが可能である。また、地域の食材を使う

ことで地域の活性化にもつながると考えられる。 

 

(3)歴史 

カレーの歴史は長い。インドを起源とし、1872

年に具体的なレシピが日本に伝わった。カレース

パイスは当初、食材の保存料として使われ大航海

時代には特に重宝された。次第に保存料の域を超

え、料理でも使われるようになり、カレーができ

た。今では世界中でそれぞれの地域にそれぞれの

形で根付いている。 

本研究グループはカレーの認知度の高さを活か

して QOL改善という観点から、工夫を凝らした各

地域のオリジナルのカレーを作るという発想を、

日本だけでなく世界に発信することで QOL改善に

貢献できるのではないかと考えた。 

 

(4)オリジナルカレー 

私たちはこれらの３つの特徴を生かし、今回の

研究対象である秋田をテーマに実際にカレーを試

作した。テーマは夏と秋田。枝豆で夏らしさを、

大根と出汁で和の風味を出し、地元の人が食べた

くなるように秋田の食材である桃豚を使用した。

出汁のうまみ成分によって約 0.9ｇ減塩、桃豚を

使うことでビタミン B１を約 0.18㎎補うこともで

きた（表２）。このように工夫を凝らしたカレーを

高校生でも簡単に作ることができる（図７）。 

 

表２ オリジナルカレーの栄養素 

 

 

図７ オリジナルカレーの写真 

 

Ⅴ 結論 

 QOL 向上のためには平均寿命と同様に健康寿命

を延ばすことが必要で、そのためには低栄養状態

に陥ることを防ぐことが求められる。その解決策

の１つとして本研究グループは、タンパク質・エ

ネルギーの必要量を満たし、低栄養予防に効果的

なカレーに着目し、秋田を対象にその実例を示し

た。 

 低栄養状態を予防する食事を広めていくことで

健康寿命を延ばし、QOL を向上させることにつな

がるため、カレーに限らず日常的に低栄養予防を

意識した食事を摂取することを提案する。 

 

 

 

エネルギー
〔kcal〕

タンパク質
〔g〕

推奨量 700 18.3

カレー 729 22.5
塩分〔g〕 ビタミンＢ₁〔mg〕

一般的な
カレー 2.5 0.38

オリジナル
カレー 1.6 0.56
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Ⅵ 今後の展望 

 食べることはつまり、生きることである。 

食事という行為は生命活動の維持に直結し、また

人生の中で大きな喜びを味わうことができる活動

として楽しまれている。だからこそ、年齢を重ね

ても自立した生活を送ることができるよう、要介

護状態に至るのを予防することが QOLの向上を実

現する上で重要である。またその達成にあたり、

食事の質を高めていくことこそ、無理なく日常的

に行うことができ、かつ有効な手段の一つである。

よって、政府や自治体、医師のみが健康に関して

絶えず注意を払うのではなく、自分自身とその家

族の健康に対して関心を持つことが必要だ。私た

ちは虚弱の一つの原因になりうる身体的要因に着

目して研究を進めたが、食事による栄養摂取だけ

では真の問題解決には至らない。これに加え、運

動や他者とのコミュニケーションを行うことで社

会的・精神的要因もカバーすることができる。本

研究がその啓発に対して少しでも力になることを、

本研究チーム一同願っている。 
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