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食生活の自己管理のための（学生）

アスリート用食生活チェックシートの開発
麻見直美・大森恵美

緒言

適切な食生活は、アスリートの身体づくりやコ
ンディショニングを効果的に行い、競技力の向上

方法
1）対象

対象は、本学運動部所属の男子41名、およびN

に役立つ1）2）。近年、わが国における、アスリート

県国体選抜少年サッカーチーム（高校男子）選手

のエネルギー消費量把握3）や栄養状態把握（3〜7

のうち1週間の食事調査による栄養指導を希望し

日間の記録法4〉J）、食物摂取頻度調査法叩））に関

た11名の計57名である。なお、研究趣旨および

する研究はいくつかみられるが、栄養指導・教育

調査内容、データの取り扱い、個人情報の保護等

の効果について検討している研究は少ない。食事

について、全ての対象者に対して口頭および文書

調査では、個人の習慣的な食事摂取状況を評価す

で充分に説明した。本研究に同意した者は調査内

る必要があるが、調査の精度を高めていくほど、

容に示す全ての調査票を提出することとした。ま

調査対象者や調査者にとっての負担は大きくなる

た、高校生は併せて保護者の同意書を得た。

ため、栄養状態の把握にお互いが時間を割くこと

2）食事記録等

は、食行動変容に至る前に対象者のモチベーショ

ンを下げてしまうことが考えられる。一方、利便

食事記録は、自己記入式食事記録法（秤量また
は目安量）により、連続した7日間、摂取した全

性が高い食事調査方法として、食物摂取頻度調査

ての食品等を、記入方法と記入例を参考に、記録

法（以下FFq）が、米国を中心に世界各国におい

用紙に記入させた。なお、食生活簡易チェック要

て開発されてきた9ト11）。FFqは、食品リストによ

は、記録法最終日の夜または記録法終了後翌日の

り設定された重量とその頻度を回答する方法で、

回収時聞き取り前に行わせた。

時間やコストがかからないことが特徴である。ア

栄養価計算にはExcel栄養君アドインソフト、

スリートにとっても、FFqは簡便かつ経済的で、

エクセル栄養君を用いた。5訂増補日本食品標準

利便性が高いことが推察されるが、既存のFFqの

成分表に収載されていない食品は文献15）を参考に、

使用は、競技特性やトレーニング状況などにより

類似食品で代替した。

身体活動量が大きく異なるアスリートにとっては

また、食品群別摂取量（穀類、肉類、魚介類、

適切ではないと考えられる。また、近年、栄養指

卵類、豆類、いも類、緑黄色野菜、その他の野菜、

導・教育ツールとして、2005年1月に米国で「My

藻類、きのこ類、乳類、果実類、菓子頬、種実類、

Pyramid」12）が、同年5月には、わが国においても
「食事バランスガイドJ13）が策定された。アスリー

油脂類、砂糖類）を算出した。食品群別摂取量は
エクセル栄養君FFqg16）の食品群分類をもとに以

トこそ、自分自身の栄養状態を把握し、食生活を

下のように変更した。あんパン、クリームパン、

自己管理していくことが必要である。しかし、そ

クロワッサン、ジャムパン、チョココロネ、デニ

のための栄養教育ツールは確立されていない。

ッシュ、ホットケーキは穀類から除き、菓子類に

そこで、女子プロゴルフ選手の食習慣とコンデ

含めた。また、アイスクリーム類は乳類から除き、

ィショニングに関する調査14）において用いた食生

菓子類に含めた。さらに、100％果汁は、飲んだ重

活簡易チェック票の妥当性を検討し、食事バラン

量の半分として果実類に含めた。同様に野菜ジ

スガイド策定の理論的枠組みを踏まえたアスリー

トの競技力向上に貢献できる食生活簡易自己評価
ツールを開発することを、本研究の目的とした。

ュースも、飲んだ重量の半分を緑黄色野菜として
取り扱った（入力例1；トマトジュース200g→ト

マト一生100g、入力例2；野菜汁50％果汁50％の
野菜ジュース200g→にんじん・ジュース・缶詰
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分の主な供給栄養素摂取量）の関係では、主菜、

50g）。
3）食生活バランスチェック票の評価

副菜、牛乳・乳製品、果物は、それぞれの主な供
給栄養素摂取量と良好な正相関が見られた。（エ

チェック票の評価は、食事記録法との相関（ス
ピアマンの順位相関係数）および、配点合致率、

ネルギー摂取量）は、（各料理区分の平均得点）と

回答一致率により行った。

有意な正の相関が認められた。また、配点合致率

3．結果
対象者は、年齢19．6±1．7歳、身長173．4±5．8cm、

その他の野菜の77．2％、乳類の24．6％以外は、80．0％

体重68．4±6．8、BMI22．7±1．6であった。なお、推
定エネルギー必要量3500kcdの競技が90％を占

野菜）〜98．2％（穀類）の範囲であり、穀類の98．2％、

めた。

回答訂正後（正答仮定得点）を用いた場合の相関

は、24．6％（乳類）〜94．7％（肉類）で、穀類の64．9％、
以上であった。回答→一一致率は、3l．6％（その他の
肉類の93．0％以外は80．0％以下であった。さらに、
および配点合致率を検討したところ、肉類の相関

記録法による栄養素等摂取状況をTめ1e3、4に

（p＝0．229）以外の他の食品群は有意な正相関を

示した。（各食品群得点†と（食品群別摂取量）の
相関係数は、0．112（肉類）〜0．681（豆類）の範囲

示した。料理区分、栄養素等摂取においても、そ

にあり、魚介類、卵類、豆類、緑黄色野菜、藻類、

れぞれ有意な正相関がみとめられた。なお、穀類

きのこ類、乳類、果実類において、有意な正の相

は、全ての者が毎日摂取していたため、相関を調

関がみられた。（各料理区分（主食、主菜、副菜、

べられなかった。また、配点合致率は、63．2％（穀

牛乳・乳製品、果実）得点1と（食品群別摂取量

類）〜100．0％（その他の野菜）に改善された。

（または摂取率））の関係は、主食以外で有意な正
相関がみられた。（各料理区分得点†と（各料理区
Table3 男子選手のエネルギーおよび栄養素摂取量
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職ble4 男子選手の食品群別摂取量
n＝＝57

平均値±SD 最大値 最小値 中央値
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4．考察
Wlletは、食生活把握のために開発された質問

191．6

0．7
23．0

9．3

善されるのではないかと考えられた。
ところで、わが国でも疫学調査に用いるFFqが

票では、相関係数ー＝0．5〜0．7の範囲がのぞましい

開発されてきているが、ポーションサイズの推定

と報告している17）。

は難しく17）、ポーションサイズを設けることが必

穀類、肉類、その他の野菜は、男性を対象とし

ずしも栄養素等摂取最の精度を高めることが期待

た妥当性研究1S）においても低い値であり、本研究

できないことから、ポーションサイズを定めない

の結果と類似していた。これらの食品群は、男性

汀qも多い10）11）18）。ただし、これらのFFqは、栄

において、評価されにくい食品群だと考えられる。

養素等摂取量の絶対値を求めることよりも相対的

配点合致率は、乳類において、57．9％の者が、記

なランク付けを行い、疾病と栄養素等摂取状況の

録法による摂取量は食品構成の75％以下にもか

関連を明らかにすることを目的としている。一方、

かわらず、チェック票では3点満点を選択してお

われわれは、栄養素等摂取量についてもできるだ

り、適切に評価されていないことがわかった。回

け正確に「得点」として反映できるツールを開発

答一致率は、過去のFF（〕妥当性研究においては、

していることから、ポーションサイズを定め、チ

記録法とFFqの摂取量の順位を3〜5分位のクロ

ェック票に示すことで、アスリートはより適切に

ス表により一致率を算出しており、隣按分位以内

食生活を評価でき、配点の非合致が避けられるこ

の一致が平均85％程度で、回答しやすい質問票と

とが推察された。

いう報告がある。

各自の食生活を、それぞれが評価票に正しく回
答できた場合の得点（正答仮定得点）を求めたと
ころ、特に、いも叛の一致率が低かった。これは、

以上の問題点を考慮して食生活バランスチェッ
ク票（Figl）を作製した。
なお、食生活バランスチェック票の妥当性等に

関する検討は、栄養学雑誌に投稿した。

男子選手のいも類の平均摂取量が、37．9gと少なか
ったことが影響していると考えられ、ポーション
サイズを定めて回答させることで回答一致率が改

本研究は、平成18年度学内プロジェクト研究に
よる助成を受けて実施した。
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氏名
性別
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体脂肪率
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月

年齢
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C爪 体重

日

才
kg

％

Health＆SportSci．，Univ．of Thkuba 29，15−22
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