
いちごの品種と特徴

２０２０年より日本人の食事摂取基準が変わります！ 「とちおとめ」 「あまおう」 「紅ほっぺ」

それに伴い、当院でもエネルギー及び栄養素量の基準を変更していく予定です。

そもそも？食事摂取基準とは？
健康増進法に基づき、厚生労働大臣が定めるもととされ、国民の健康の保持・増進を図る上で
摂取することが望ましいエネルギーや栄養素の基準を示すものです。

※変更点を一部抜粋 「策定方針」

健康の保持・増進

・　エネルギー 生活習慣病の発症予防 「白いちご」 「女峰」 「とよのか」

2015年版 生活習慣病の重症化予防 ☆近年注目☆
18～29歳30～49歳50～69歳 70歳～ ↓

男　性 2,100 1,850 健康の保持・増進
女　性 1,650 1,750 1,650 1,500 高齢者の低栄養予防・フレイル予防

生活習慣病の発症予防・重症化予防

2020年版

18～29歳30～49歳50～64歳65～74歳 75歳～
男　性 2,200 2,050 1,800
女　性 1,700 1,750 1,650 1,550 1,400

・　ナトリウム(食塩相当量)：目標量(g/日)
　男性：　8.0ｇ未満　→　7.5ｇ未満
　女性：　7.0ｇ未満　→　6.5ｇ未満

来年度より、栄養科便りは年に４回と変更になります。次回は７月です、お楽しみに…

↓

2,300

2,300

・炊き込み御飯

・天ぷら盛り合わせ

・田楽豆腐

・炊き合わせ

・菜の花のからし和え

・香り和え

・すまし汁

・桜練りきり

≪栄養素の特徴≫
・ビタミンCが豊富！

→ 風邪予防や美肌効果に期待できる。

・血を作るビタミンといわれている。

「葉酸」も豊富！

→ 貧血予防にも効果的。

・食物繊維のペクチンも含有！

→ 血糖値の上昇やコレステロールの

吸収を抑制する。

・「アントシアン」色素成分を含有。

→ 発がん抑制作用にも期待！

春の味覚といえば、真っ赤に色付いたいちご！

甘さと酸っぱさが程よくミックスされた果物です。

今回は「いちご」をテーマ !(^^)!

行事食(はなまつり)

☆糖度の違い☆



　ビタミンDは、骨や歯のもとである「カルシウム」や
「リン」の吸収を助け、丈夫な骨や歯をつくります。
　ビタミンDの不足が続くと、カルシウム
が吸収されにくくなり、骨粗しょう症
などを起こしやすくなります。

　・体の調子を整え、風邪などにかかりにくい体づくり
　・血管をしなやかに保つ などがあります

冬はビタミンDが体内で作られにくくなってしまうため。
　 ビタミンDは、食品から摂るほかに、紫外線に当たること
でもつくられます。そのため、体内でのビタミンD生産量は
紫外線(日光)を浴びる量に比例します。
　つまり、日光を浴びやすい夏に比べて、日光を浴びにくい冬は
体内でビタミンDがつくられにくくなるため、ビタミンDを豊富に
含む食品をしっかり摂取する必要があります。

33μｇ
19μｇ
11μｇ
　7μｇ
　6μｇ

　8.5μｇ
　1.3μｇ

①骨や歯を丈夫に保つ ②筋肉の維持・増加に役立つ

　　 ビタミンDは筋肉の成長に貢献します。
　よって、筋肉中のたんぱく質合成を促進させ、
　筋肉の維持・増加に役立っています。

　その他にも・・・

　魚類 　　きのこ類

紅さけ(1切れ：100ｇ)
さんま(1尾：100ｇ)

さば　(1切れ：100ｇ)
さわら　(1切れ：100ｇ)

しらす干し(10.ｇ)
干しきくらげ(10ｇ)
干ししいたけ(10ｇ)

　　　　魚・きのこ類のビタミンD含有量

今回のテーマは、『ビタミンD』です。

ビタミンDは健康な体づくりに欠かせない栄養素ですが、

冬は特に積極的に 摂る必要があります。

今回は、ビタミンDの働きをと摂取方法についてお話します。

ビタミンDの働き

冬にビタミンDを摂るべき理由

ビタミンDを豊富に含む食品

ビタミンDの摂取目安量

成人：5.5μｇ/日
上限量(摂り過ぎ予防)

成人：100μｇ/日

(日本人の食事摂取基準2015)

干ししいたけは、日光に当てて

ビタミンDを増やしてから調理すると

効果的に摂取できます。

鰆
(サワラ) 鰆には良質なたんぱく質や、悪玉コ

レステロールを減らし血液をサラサラ

にしてくれるＥＰＡ・ＤＨＡも豊富に含ま

れています。

また、ビタミンＤも1切れあたり7μｇと

豊富に含まれています。

栄養

選び方
★目が黒く澄んでいるもの

★魚体の模様がはっきりしていて、

体が硬いもの

２月の行事食献立

（２月3日節分実施予定）

・巻き寿司

・たらのおろし煮

・和え物

・赤だし

・淡雪ゆずゼリー



今年も残りわずか。何かと慌ただしい年の瀬になりました。
これから冬本番、体調管理には充分に注意して元気に過ごしましょう。

「うま味」は甘味・酸味・塩味・苦味とともに基本味と呼ばれる味の一つです。
「うま味」の美味しさを支える大切な味を引き出しているのは、
「グルタミン酸」と呼ばれるアミノ酸です。グルタミン酸は私たちの体内でも
作られており、身体中に約２％の割合で含まれています。
その他のうま味成分として代表的なものは、
イノシン酸やグアニル酸であり、さまざまな食材に含まれています。

うま味成分は単独で使うよりも、アミノ酸であるグルタミン酸と
核酸系うま味成分であるイノシン酸やグアニル酸を組み合わせることで、
うま味が飛躍的に強くなることが知られており、それを「うま味の相乗効果」と
呼びます。例えば、日本料理では昆布（グルタミン酸）と、鰹節（イノシン酸）の
組み合わせ、西洋料理や中華料理では野菜類（グルタミン酸）と
肉類（イノシン酸）など。またこれらは、深いコクやまろやかさを生み出すため、
食事の満足感を高める作用により、食べすぎ防止の効果もあります。

そして来年度、「日本人の食事摂基準（２０２０年）」が改訂され、
食塩の目標量が変更になります。
実際の平均塩分摂取量は１０ｇ（平成２８年度国民健康栄養調査結果より）
であり、さらにうま味を活かしておいしく減塩することが大切になります。
普段から、うま味食材の相乗効果を活かして
健康的な食生活を目指しましょう。
≪食塩量≫

性別
目標量
(g/日)

性別
目標量
(g/日)

男性 8 男性 7.5
女性 7 女性 6.5

来年度現在

うま味

酸味

塩味苦味

甘味

１２月の行事食 ２５日（火）

・エビピラフ

・タンドリーチキン

・サラダ

・コーンスープ

・クリスマスデザー

ト

≪栄養≫

ブロッコリーに含まれる

βカロテンは、抗酸化作

用があり動脈硬化や心筋

梗塞などを予防する効果

があります。

また血中コレステロー

ル値や血糖値の上昇を抑

える食物繊維も含まれて

おり、生活習慣病の予防

に役立ちます。

≪選び方≫

濃い緑色で花蕾がこん

もりと盛り上がり、密に

詰まっているのを選びま

しょう。



朝晩は肌寒くなり、少しずつ冬の気配が感じられるようになりましたね。

空気が乾燥すると、風邪やインフルエンザにかかりやすくなってしまいます。うがい、手洗いをしっかりと

行うことに加えて、免疫力を高める食べ物をとり、風邪やインフルエンザにかかりにくい体づくりをしましょう。

風邪予防のための食事のポイント

①ビタミンやミネラルを十分にとり、バランスのよい食事を摂りましょう！

②体を温め、ウイルスの侵入を防ぎましょう！

１１月の行事食献立

（11月3日文化の日実施予定）

・ちらし寿司

・炊き合わせ

・和え物

・すまし汁

・クレープ

柿
柿は、甘柿と渋柿に大きく分けられます。

甘柿：熟すにつれて渋が抜け、甘味が強くなる

渋柿：熟しても渋が抜けません

ビタミンＣやβ―カロテンなど、活性酵素を

除去する抗酸化成分を豊富に含んでいる

ため、がん予防にも有効です。

しかし、柿1個で約120kcalと果物の中では

高エネルギーのため、食べすぎには注意が

必要です。

栄養

選び方

●色が濃く、ムラがないもの

●頭がとがっているもの

●ヘタの色が鮮やかなもの

～手に持って、わずかに

柔らかさを感じたら食べ頃です～

ねぎ、玉ねぎ、しょうが、にんにくに

含まれている刺激成分や辛味成分

には消化を助ける働きや、殺菌効果も

あるため、風邪予防に効果的です。



サンマ　皮付き焼き　１００ｇあたりの成分
エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 飽和脂肪酸 不飽和脂肪酸 コレステロール

270 23.9 17.9 0.2 3 10.53 72

kcal g g g g g mg

サルコペニアとは、当初は加齢に伴う生体変化の一つであると考えられてきた。しかし、近年サ

ルコペニアのコンセプトが見直され、高齢者において、筋肉量の減少がある一定以上進行する

と、転倒や要介護状態、生活習慣病の悪化、合併症の発生、認知機能低下、などのリスクが高

まることが明確となり、２０１７年に「サルコペニアの診断基準」が提唱された。

たん
ぱく
質

ビタ
ミン
Ｄ

カル
シウ
ム

サルコペニア予防に役立つ食事

●ＤＨＡを摂ると頭がよくなると言われていますが、特に脳細胞の活

性化や目の網膜活性化に効果があると言われています。また、悪玉コ

レステロールを減らし、善玉コレステロールを増やす働きもあるそうで

す。

●ＥＰＡは動脈硬化を防ぎ、抗血栓、コレステロールの低下などの作

用による脳血栓の予防や改善に効果があると言われています。
（皮無し刺身で１５００ｍｇ、皮付き焼いたものは５６０ｍｇ）／可食部１００ｇ

最近、サンマの漁獲量が３０万トンから１１万トンまで減

少して、値段も高くなっています。減少傾向の要因として、

サンマの回遊ルートの変化、他国の漁獲量の増加、資源

量自体が減っているなどがあげられます。

しかし、日本を代表する秋の味覚の一つなので、一度は

味わいたいですね。

おすすめのレシピはやはり刺身、塩焼きが代表的ですが、

かば焼き、マリネなどもおいしくできます。

●ＤＨＡ・ＥＰＡが豊富。

●鉄分などのミネラルや、ビタミンＢ１２も多い。

牛乳、チーズなどの乳製品のほか、し

らす、小松菜などに多い。毎日摂ること

で骨粗鬆症予防にも期待できます。

肉、魚、卵、大豆製品などに多い。

主食だけでなく、おかずも食べましょう。

鮭、さんま、うなぎなどの魚類やキノコ

類に多い。日光浴（紫外線）によって、

皮膚でも作られます

カルシウム …

たんぱく質 …

ビタミンＤ …

サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
の
診
断
基
準



朝夕は日が経つにつれ、秋の気配を感じるようになってきましたね。

夏の疲れを残さず、元気に過ごせるようしっかりとバランスの良い食事をとりましょう。

さつまいも さつまいもは、９月から１２月の秋から冬にかけて旬を迎えます。

主な産地は、鹿児島県で最も多く、全国の４０％を占めています。

食べ方

ビタミンびたｍCや食物繊維など様々な栄養素が含まれています。

さつまいもを切ったとき出る白い液の正体は、ヤラピン という成分です。

ヤラピンは、腸の動きを活発にしてくれるため、便秘解消に効果的です。

～食事バランスガイドをご存じですか？～
食事バランスガイドとは、バランスの良い食事をとるために、１日に「何を」「どのぐらい」食べたらよいのかイラストで示したものです。

イラストのコマは、

１日分の食事量を示し、

食事のバランスが悪いと

コマが倒れてしまうことを

表現しています。

皆さんのコマは、

上手に回っていますか？

ゆっくりと加熱をすることで甘味が増します。

皮に栄養素をたくさん含んでいるため、皮ごと食べるのがおすすめです。

栄養

９月の行事食献立 （9月16日敬老の日実施予定）

・米飯

・赤魚の照り焼き

・野菜の天ぷら

・卵豆腐

・田楽

・松風焼き

・炊き合わせ

・すまし汁



今年も暑い夏がやってきました。
食欲がなくなって、夏バテになってしまうことはありませんか。
暑い夏を乗り切れる身体を作っていきましょう。

①全身の倦怠感や疲労感（身体のだるさ・疲労感・日中の眠気）
ビタミンＢ群の中でも特にビタミンＢ１は食事で摂取した糖質を
エネルギーに変える働きがあり、疲労回復効果があります。

②食欲不振
ビタミンＡ・Ｃ・Ｅ、クエン酸は食事からのエネルギー代謝を
助ける働きがあります。また、香辛料や香味野菜、
酸味のある食品などは胃を刺激して
食欲を増進させる効果があります。

③胃腸の不調
消化酵素であるアミラーゼは、糖質の分解を促す働きがあり、
胃腸の調子を整えます。

これらだけでなく、偏りなくバランスよく食べることが大切です。
また、脱水にならないよう、水分補給も忘れずに摂りましょう。

≪夏バテ予防に効果的な栄養素≫
ビタミンＢ群…

豚肉・牛肉・うなぎ・大豆・玄米・・ごまなど

ビタミンＣ・クエン酸…

レモン・イチゴ・キウイ・トマト・ブロッコリー・か

ぼちゃ・梅干 など

消化酵素アミラーゼ…

オクラ・ヤマノイモ・れんこん・大根 など

あじ (鯵）

日本近海や東シナ海、朝鮮半島など広く生息しており、

名前の由来は「味の良さ」からきているといわれています。

一般的に流通している、マアジの他、シマアジやムロアジ、メアジなど、

多くの種類が存在します。

栄養

良質なたんぱく質のほか、歯や骨の形成を助けるビタミンＤや

貧血予防に効果的なビタミンＢ１２を豊富に含みます。

また、アミノ酸の一種であるタウリンも含まれているため、

肝機能の改善や疲労回復効果が期待できます。

選び方

目が濁っておらず、澄んでいるものを選びましょう。

また、身が張っていて、艶があるものが良いでしょう。

栄養成分(100ｇあたり）
エネルギー126kcal

たんぱく質19.7ｇ

脂質4.5ｇ

炭水化物0.1ｇ

カリウム360ｍｇ

カルシウム66ｍｇ

リン230ｍｇ

亜鉛1.1ｍｇ

ビタミンＤ8.9μｇ

ビタミンＢ１２7.1μｇ

8月の行事食献立
(8月１5日実施予定）

・ちらし寿司

・赤魚の漬け焼き

・春菊の和え物

・赤だし

・おはぎ
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