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本日のおはなし

• 普段の食生活を見直してみましょう

• 現在の食に関する健康課題とは

• 検査値に基づいた栄養の指導

• バランスの良い望ましい食生活とは

• 血流を良くするための食生活とは

• 健康管理は毎日の食生活から



普段の食生活を見直してみよう

• あなたは食事内容に不安を感じていますか？

• なぜ食事が大切かを考えてみましょう。

「体は、あなたが食べたもので構成されます」

☆血液検査から、食の問題点が見える・・・

糖尿病 ・ 高血圧 ・ 高脂血症 ・ 肝臓病

慢性腎臓病（CKD) ・高尿酸血症 等々

自覚症状がなくても、問題点はみえてきます。



現在の食に関する健康課題

若い世代、子どもたちの食に関連する問題点は？
朝食欠食率の増加 ・・・ 夜型生活、体内時計の変調
小児メタボリックシンドローム

肥満傾向児、生活習慣病予備軍、運動不足
糖質・脂質・塩分の摂取量増加

ペットボトル症候群、脂肪肝、腎機能への負担

食物アレルギー保有者の増加

思春期のダイエットの弊害／生活習慣病胎児期発症説
若い女性のやせ ： 炭水化物ダイエットの弊害

孤食・個食・小食・固食・粉食・戸食・コ食



今、健康面で問題になっていることは・・・

★国（厚生労働省）の平成29年度事業の重要課題

・なかなか減らない糖尿病有病率 ：重症化予防対策

・朝食欠食率が高い 20代～30代 (特に単身男性)

・忍び寄る慢性腎臓病（ＣＫＤ）、自覚症状なし？

・お酒を飲まないのに脂肪肝、肝臓に異常？

・塩分の摂取量がなかなか減らない実情（ラーメン県）

・健康寿命延伸のキーワードは ？

食生活・血圧・アキレス腱の筋力・ストレス対策

・メタボ ・ロコモ ・サルコペニア ・フレイル

・若い女性のやせ （BMI18.5以下）・・・ダイエットの弊害



女性のやせの問題から見える事 （BMI 18.5 以下）
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血液検査から見えること

・血糖値： 空腹・随時 → 126 ・ 200

・HｂA1ｃ（％） ： 5.5   6.5 7.0 

・コレステロール値 ： HDL ・ LDL 高脂血症

・中性脂肪値 ： 150

・血圧 ： 120/70 ・ 130/80

・クレアチニン ・ BUN ・ 尿検査 肝腎は

・AST ALT γ-GTP 沈黙臓器

・・・病気の早期発見



あなたの食事で血糖値に影響しているのは
何だと思いますか？

佐野喜子 食後高血糖対策のためのかんたん指導ツールより 引用改変



バランスのとれた食事とは？

自分の適正エネルギー量を知っていますか？
標準体重（ｋｇ）×身体活動量＝適正エネルギー（ｋｃａｌ）

↓             25～30～35

ＢＭＩ : 22 

身長ｍ×身長ｍ×22

例：デスクワーク中心の男性身長 170ｃｍの場合
1.7 m × 1.7ｍ × 22 ≒ 64 ｋｇ 標準体重

1日のエネルギー摂取量は 64 kg × 30 kcal＝１,９２０ kcal/日
↓

一食あたりのエネルギー量
６４０ kcal /食

（糖尿病の食事療法）



バランスよく食べるとは ? :  栄養素のくみあわせ

「体を作り、生きるための食生活 」



毎食でとる主食の量を一定にするのがカギ！

佐野喜子 食後高血糖対策のためのかんたん指導ツールより 引用改変

茶碗の大きさを工夫してみましょう。



血糖値の上昇を緩やかにする食物繊維が大事な働き
をします。 1日３５０ｇの野菜を目安にしましょう。

血栓予防に効果的

緑黄色野菜
ほうれん草・トマト・にら
春菊・アスパラガス
さやいんげん・ブロッコリー
等

淡色野菜
かぶ・大根・ネギ・ニンニク
セロリ・きゅうり・たまねぎ
なす・もやし・しいたけ
等



～野菜、海藻、きのこの特徴～
○食後血糖上昇を抑制し、血清コレステロールの増加を防ぎ、便通を改善する作用がある食物繊維を多く含みます。
○糖質や脂質の代謝に関わるビタミンB群や、カルシウムの吸収を助けるビタミンD等を含んでいます。
○低エネルギー食品であり、食事の始めに十分に摂取し、胃のスペースを占めておくと、食べ過ぎを防止できます。
○摂取量を増やすには、「毎食副菜を摂る、主菜の付け合わせを増やす、具だくさんな汁物を摂る」のがコツです。

野菜は１日３５０ｇ食べましょう

野菜３５０ｇの目安
料理例

（参考）糖尿病治療ガイド2006-2007（日本糖尿病学会）、高脂血症治療ガイド2004年版（日本動脈硬化学会）、
科学的根拠に基づく糖尿病診断ガイドライン（日本糖尿病学会）、高血圧治療ガイドライン2004（日本高血圧学会）

（出典）「食事バランスガイド」を活用した栄養教育・食育実践マニュアル

ほうれん草のおひたし

８０ｇ
レタスとキュウリのサラダ

８５ｇ
冷やしトマト

１００ｇ
かぼちゃの煮物

１００ｇ

具だくさんのみそ汁

７５ｇ
ひじきの煮物

８０ｇ
野菜の煮しめ

１４０ｇ
きのこのバター炒め

７５ｇ

※重量はあくまでも一例です。

D-4



間食は、なるべく控えたいものです。
どうしてもの時は、時間帯、量と種類を考えま
しょう。



間食による血糖値の違い

佐野喜子 食後高血糖対策のためのかんたん指導ツールより引用 改変



佐野喜子 食後高血糖対策のためのかんたん指導ツールより引用 改変





血栓を予防する生活

・健康的な食生活 ： 自分の適量を知る

・適度な運動 ： こまめに体を動かす

・コレステロール値の管理 ： 善玉/悪玉

・血圧の管理 ： 減塩を実践する

・標準体重の維持 ： BMI 18.5～24.9

・血糖値の管理 ： 主食の重ね食いに注意

・禁煙



魚と肉をバランス良く、片寄らない

☆魚（青背）に含まれる脂肪の効果
EPA(エイコサペンタエン酸）
DHA(ドコサヘキサエン酸）

↓

LDL-C・中性脂肪を減らし HDL-C増加
さば・さんま・ぶり・はまち・いわし・あじ等

（抗血栓食品）

☆肉に含まれるアミノ酸とビタミン効果
飽和脂肪酸の摂りすぎに注意

卵は1日1個・牛乳1日200ml・納豆1パック



抗血栓食品について

納豆：ナットウキナーゼ酵素（1日40ｇパック）

注意：ワーファリン服薬者は納豆禁止
（ビタミンK血液凝固の機能低下）

※クロレラ・モロヘイヤ

魚（青背）に含まれる脂肪の効果
EPA(エイコサペンタエン酸）
DHA(ドコサヘキサエン酸）











抗酸化食品









炭水化物の重ね食べをしていませんか？

佐野喜子 食後高血糖対策のためのかんたん指導ツールより 引用改変



★日本人の食事摂取基準（2015年版）の目標量

・成人男性 ８ｇ未満

・成人女性 ７ｇ未満

★高血圧治療ガイドライン2014

（日本高血圧学会）

・６ｇ未満

一日の塩分はどれくらいがいいの？

汁は残して！

浅漬け少々

1日1杯 具だくさんに
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http://4.bp.blogspot.com/-SmXTKx3nBcA/UrlnHYwXxoI/AAAAAAAAcOA/erB3n3GC80E/s800/ramen_syouyu.png






おすすめは、具たくさんの汁
1日の1/3の野菜をとれます。

野菜たっぷりの豚汁なら、低エネルギーで、ビタミン・食物
繊維たっぷり



脱水予防を忘れずに！「こまめに給水」

水分不足による合併症・・・

体内の水分量減少

↓

血液の粘度が高まる

↓

血液がスムーズに流れない

↓

血液が固まりやすくなる ➡
血栓症



身 体 に 占 め る 水 の 割 合
健常成人の化学組成

ナント体重の約60%は水！

[砂田輝武監修；輸液療法の基礎と実際 ]

無機質 炭水化物
1.5%

水 分

61.6%
蛋白質
17.0%

脂 肪
13.8%

6.1%

[小越章平ら；輸液・栄養ハンドブック(南江堂)1989]

年齢による水分割合

小児 成 人 老 人

水分 70～80% 60% 50%
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健康管理は毎日の食生活から



・ 三食きちんと食べる習慣
・ 毎食、主食・主菜・副菜を食べる習慣
・ 食習慣を見直し、チエックを続ける習慣

健康づくりは毎日の食事から

健康で生き生きと生活するために
基本は、食生活



ご清聴ありがとうございました

★血栓症の予防は、毎日の食事から
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