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前回はエネルギー源である炭水化物とた

んぱく質について説明しました。今回はも

う一つのエネルギー源、脂質から見ていき

ましょう。 

 

高エネルギー、注意して取りたい『脂質』 

脂質は 1g 当たり 9kcal のエネルギーで、

必須脂肪酸と非必須脂肪酸があります。 

必須脂肪酸は体内で生合成できないため

食べ物から取らなければなりません。植物

油に含まれていますので 1 日 10g は取るよ

うにしましょう。欠乏すると発育不全や皮

膚の角化、脱毛、腎障害などになります。 

また、脂質は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸

に分けられ、飽和脂肪酸は室温で固体、主

に動物性脂肪（ラード＝豚脂、ヘット＝牛

脂）に含まれます。粘着性が強く、取り過

ぎは血流を悪くする動脈硬化の原因となり、

高血圧や脳卒中、心筋梗塞などを引き起こ

します。不飽和脂肪酸は室温で液体、大豆

油や菜種油、胡麻油、コーン油、紅花油な

どの植物性油や魚類に含まれます。血圧や

コレステロール値を下げる、血流をよくす

る、傷ついた血管などを修復する、関節炎

を緩和するなどの働きがありますが、取り

過ぎは肥満の要因になります。 

料理に含まれる油量の目安は、炒め物や

卵焼きなどに 3～5g、揚げ物は衣など材料

の重さから計算して、野菜などの素揚げや

鶏・魚の空揚げが材料の 8～10%、フライ 15

～20%、天ぷら 15～25%と幅が大きいのが特

徴です（表 1）。市販の惣菜（海老の天ぷら

やかき揚げ）や冷凍のフライなどは衣が厚

く、30%以上のものもあります。計算すると

きは、材料を揚げる前に計ることが重要で、

揚げた後では 30%程度水分が抜け軽くなっ

ているので注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料理 材料 割合 吸油量 

空揚げ 鯵 60g、小麦粉 3g 

（計 63g） 

8～10% 5～6.3g 

フライ 鯵 60g、小麦粉 5g、

卵 5g、パン粉 5g 

（計 75g） 

15～20% 11～15g 

天ぷら 鯵 60g、小麦粉 15g、

卵 10g（計 85g） 

15～25% 13～21g 

 

リノール酸やアラキドン酸を多く含む不

飽和脂肪酸は、過酸化脂質ができやすいの

で調理や保存に注意が必要です。昔ながら

の色付き一升瓶で、流し台の下など薄暗い

場所に保管します。料理するときは酸化し

にくい大豆油で炒め、火を止めてからリノ

ール酸の多い紅花油などを回しかけてサラ

ダ風にすると、必須脂肪酸も取れてよいの

です。 

 

体の潤滑油『ビタミン類』 

ビタミンには 13 種類あり、体内で合成さ

れないので食物から取らなければなりませ

ん。不足すると、疾病や成長に障害が出た

りするので、「日本人の食事摂取基準」によ

って所要量が定められています。  

ビタミンは、炭水化物やたんぱく質、脂

肪の代謝を活発かつ正常にし、体の調子を

整えて機能する潤滑油の働きをします。必

要量は微量ですが、1 種類でも不足すると

体全体の機能が損なわれる重要な栄養素で

す。 

脂溶性と水溶性があり、脂溶性ビタミン

は一度体内に蓄えられ、必要に応じて消費

されますが、水溶性ビタミンは蓄積されず

摂取後数時間で排泄されてしまうため、適

量を小まめに摂取することが大切です。 

 

             管理栄養士 山下茂子（水俣市在住） 
第 2 回 栄養はなぜ大切なの？ その 2 

表 1 揚げ物の材料に対する油の割合と吸油量 
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 ビタミン A やビタミン D などは、大量に

取り過ぎると胎児の奇形や下痢、高カルシ

ウム血症などになる恐れがあります。1 日

に、野菜類は 350g 以上を朝昼夕食に配分し

て、果実類は 100～200g 

を、肉・魚類はそれぞれ 

60～80g を目安に取ると、 

ビタミンをバランスよく 

摂取できます。 

 

種類 成分 食品 

 

水溶性 

ビタミン 

 

VB 群、 

葉酸 

肉類、魚介類、内臓類、ナッ

ツ類、乳製品、大豆など 

VC 柿、キウイ、イチゴ、カラー

ピーマン、ブロッコリーなど 

 

脂溶性 

ビタミン 

 

VA ニンジン、春菊、小松菜、ウ

ナギなど 

VD 魚介類など 

VE 豆類、ナッツ類、魚介類、乳

製品など 

 

骨や歯の材料で、生理現象にも不可欠な

『ミネラル（無機質）』 

ミネラルは、骨や歯などの材料や体組織

の構成成分であるだけでなく、神経伝達や

筋の収縮、血液凝固など生理現象にも不可

欠で、体の調子を整えたりする働きがあり

ます。原因のわからない体調不良はミネラ

ル不足の可能性もあります。カルシウムや

鉄、ナトリウムなど、必要量は尐ないので

すが、体内で合成されないので食べ物から

取る必要があります。体内に 16 種類あり、

栄養素として摂取基準が決められているの

は 13 種類です。摂取量が多過ぎても尐な過

ぎても健康によくありません。体に必要な

量は種類によって異なります。 

不足しやすいのはカルシウムで、不足す

ると骨粗しょう症になる可能性があります。

カルシウムを多く含む牛乳を 1 日 200ml、

苦手な人はヨーグルトや小魚、海藻類、大

豆製品、緑黄色野菜から取りましょう。カ

ルシウムはリンとの比率 1：1.5 程度が吸収

されやすいのですが、保存料や着色料など

の添加物にはリンが多く含まれます。加工

食品など添加物の多い食品には気をつけま

しょう。 

取り過ぎが心配なのはナトリウム（塩分）

で、高血圧や脳卒中などの生活習慣病の原

因になります。塩分は、日本人の摂取基準

は 1 日に男性 9g 未満、女性 7.5g 未満です

が、平均摂取量は 10.6g となっています。

ただ、漬け物などの塩蔵品や味噌汁などの

汁物に 1.5～2.5g 入っているので、実際は

もっと多いと思われます。市販の味噌汁に

は 2.2g と表示されているので、家庭の味噌

汁と比較してみるのもいいですね。栄養指

導の対象者には 20g 以上摂取している方も

たくさんおられます。 

 

忘れてはいけない『水分』と『食物繊維』 

人体の 50～60%は水分で、その役割は、

摂取した栄養素を身体全体に運ぶ、体内の

老廃物を体外に排出する、体温を調節する

などです。毎日 2.5 リットルの水分が呼気

や汗、便や尿になるので、補給しないと不

足しますが、食品の 80～95%、料理にもた

くさんの水分が含まれるので、私たちは無

意識のうちに摂取しています。ただ、健康

なときはよいのですが、自分で水分が取れ

ない場合、 70 歳以上は 

体重 1kg 当たり 30ml、 

70 歳未満は 35ml を目安 

に補給してください。こ 

れからの季節、お茶や水 

分を小まめに取って脱水 

症や熱中症にならないよ 

うにしましょう。 

食物繊維は人の消化酵素では分解できな

い成分で、摂取すると咀嚼（そしゃく）回数

が増え、消化管運動を活発にし、腸内細菌

叢（そう）※が良好となります。ビタミンの

合成にも役立ち、糖質や脂質などの消化吸

収を低下させることで、生活習慣病や便

秘・大腸がん等の予防にもなります。摂取

基準では 1 日に男性 19g 以上、女性 17g 以

上取るようになっていますが、多くの人が

不足しています。野菜類や芋類、海藻類、

豆類に含まれるので、野菜類は 350g、芋類

は 80g、海藻類は乾燥したもの 2～5g を取

りましょう。豆類には多いのですが、加工

された豆腐類には尐ないので食物繊維とし

ては期待できません。 

 

 

表 2 ビタミンの種類と多く含まれる食品 

 

 

※腸内細菌叢…腸内に住むいろいろな種類の細菌の集

団のこと。体のさまざまな機能と関係があり、バランス

が乱れると生活習慣病の原因になるといわれている。 
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このように、栄養素には多くの種類（100

種類以上）があり、全てを理解することは

不可能ですが、いろいろな疾患（先天性代

謝異常症、糖尿病や脂質異常症などの代謝

性疾患など）とも関わっています。これら

の疾患の改善のために、管理栄養士は、必

要なときに、必要な栄養素を、どのくらい

取るとよいのか考えて対応しているのです。

いろいろな食品に多々含まれている栄養素、

皆さんも、いろいろな食品をバランスよく

食べて、健康管理を行っていきましょう。 

 

次回からは、疾患の話に入っていきます。 

 

 

このコーナーでは、栄養に関するいろんな疑問にお

答えします（右欄「教えて！」）。「いつもこんな食

べ方をしているけど、いいのかな？」「それぞれの

栄養素はどんなタイミングで取るのがいいという

のがありますか？」など、日ごろ疑問に思っている

ことをメールでお寄せください。（ただし、健診結

果や病態に関することなど個人特性の強い内容に

ついてはお答えいたしかねます。） 

宛て先：熊本県国民健康保険団体連合会 

保健事業支援課事業振興係 

｢国保くまもと｣教えて！コーナー 

（shinkou@kumakoku.jp） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ．最近はやりの“カロリーゼロ”や “脂

肪ゼロ”、“糖質ゼロ”食品。内臓脂肪や

血糖値、コレステロールが気になります

が、この表示があれば、安心して食べて

（飲んで）いいのでしょうか。 

Ａ．最近「糖質ゼロ」「糖質オフ」と表

示された飲料が出回っていますが、「糖

質ゼロ」と表記されていても、実際には

糖類が含まれていることがあります。こ

れは、栄養表示基準で 100g 当たり糖類

0.5g 未満であれば「糖質ゼロ」、100g 当

たり糖類 5g 未満の食べ物や糖質 2.5g 未

満の飲料は「糖質オフ」と表記すること

ができるからです。 

カロリーゼロは食品や飲料で 100ｇ

（100ml）当たり５kcal 未満を「０・ゼロ」

と表示可能で、他に「無、ノン、レス」

「カロリー無し、ノンカロリー…」も同

じように表示することができます。 

カロリーオフはカロリーの「低い」100

ｇ当たり 40kcal 以下の食品（100ml 当た

り 20kcal 以下の飲料）を「オフ」や「低、

控えめ、小、ライト、ダイエット」と表

示することができます。 

低カロリー飲料や食品の場合、糖分以

外の栄養素によってもカロリーは変わり

ますが、一般的に糖分が尐ない方が低カ

ロリーの傾向があるため、パッケージに

表記されたカロリーを目安に選ぶとよい

でしょう。  

低カロリー飲料も適量（1 日 1～2 本程

度）であれば、内臓脂肪量や血糖値、コ

レステロール値を上げることはありませ

ん。ただ、太る太らない以外の健康面で

考えれば、飲まないに越したことはあり

ません。糖質や脂質、そのほか化学成分

は入っているわけですから。人口甘味料

の弊害に関しては、まだ研究中ですので、 

「安心して―」はやめた方が 

いいかもしれませんね。 
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