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Ⅰ． はじめに

　生活習慣病の代表疾患である糖尿病の急激な増加

は，今や世界的な脅威となっている．文明化，都市

化，人口の高齢化等が，これに大きな拍車をかけてい

る．厚生労働省の平成26年度患者調査によると糖尿

病の患者数は316万6,000人1）であり，前回平成23年度

調査の270万人2）から46万6,000人増えて，過去最高と

なった．未来の糖尿病療養指導の一端を担うべく，糖

尿病の予防と治療の基本である栄養食事療法を活性化

させ，糖尿病予備軍や患者，家族の健康の保持増進と

QOL の向上を図ることを目的とした．

　筆者らは糖尿病食の研究において，「おいしい，バ

ランスの良い手作りごはんで，健康＆幸せ家族を目指

そう　第3回チャレンジ糖尿病いきいきレシピコンテ

スト2016」に応募し，最終審査結果で審査員特別賞を

受賞したので報告する．

Ⅱ． 活動内容

　2016年10月9日（日）に東京都内で公益社団法人日

本糖尿病協会が主催する「第3回　糖尿病いきいきレ

シピコンテスト2016」に応募し，レシピの再現調理，

審査員による試食審査が行われた．若い世代の糖尿病

への関心を高め，糖尿病予備軍や患者用のレシピを考

える第3回目のコンテストは「おいしい，バランスの

良い手作りごはんで，健康＆幸せ家族を目指そう！」

がテーマであった．

応募資格

　日本在住で，栄養士・管理栄養士を目指し学業に就

いている専門学生，短大・大学生であること．

応募条件

1．糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版を参考

に，炭水化物の比率をあらかじめ考慮した献立であ

ること．

2．一食あたりの栄養成分バランス，P（たんぱく質）

F（脂質）C（炭水化物）にも配慮し，経済的な食

材を使用すること．

3．一日あたりの総カロリーを1,600kcal とする．

4．簡単に作れるレシピであること．下準備，調理，

盛り付け，片付けまでを含めて2時間以内とする．

5．レシピ制作の意図や想いが伝わってくるもの．メ

ニューだけでなく，調理の工夫や朝・昼・夕のポイ

ントなども明記すること．

6．レシピ名や献立名に独自性や創造性があること．

7．調味料・甘味料・ご飯等については，カロリーゼ

ロやカロリーオフなどといったものを使用せず，一

般的な家庭で使用している材料とする．

8．和洋中のジャンルは問わない．

9．オリジナルで未発表のレシピに限る．

応募部門

　昼食部門に応募した．

1．料理名「毎日，ありが父さん弁当」

2．「毎日，ありが父さん弁当」のレシピを表1に示す．

糖尿病食で健康・幸せ家族

A Diabetic Diet Makes Everyone Healthy and Happy
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材料（1人前） 重量 俵 お に ぎ り

精白米 40 （g） ①分量の精白米と押し麦を洗米し、加水して炊飯する。

②炊き上がったら、塩を振り、よく混ぜて2等分にする。

③ひとつはひじきを混ぜて焼きのりで巻き、もうひとつはとろろ昆布で巻いて俵型に握

る。

押し麦 25 （g）

水 80 （cc）

ひじき 1 （g）

焼きのり 2 （g）

とろろ昆布 5 （g）

塩 0.5 （g）

親子の絆巻き

鶏卵 30 （g） ①鶏卵はゆでて、卵白と卵黄に分け、それぞれ裏ごしする。

②オクラは下茹でして、両端を切る。

③たまねぎはすりおろして水気を切る。

④鶏ひき肉に①で裏ごした卵白と③、塩、こしょう、パン粉を加えてよく混ぜる。

⑤巻きすの上にキッチンペーパーとクッキングシートを敷き、④を7～8mm の厚さに広げ

て片栗粉を振る。

⑥①で裏ごした卵黄を広げてオクラを手前にのせて、しっかりと巻く。

⑦蒸気のあがった蒸し器に入れて約15分蒸す。

⑧蒸しあがったら取り出して冷まし、食べやすい大きさに切る。

⑨サラダ菜を敷き、盛り付ける。

オクラ 20 （g）

たまねぎ 10 （g）

鶏ひき肉 30 （g）

塩 0.5 （g）

こしょう 0.05 （g）

パン粉（乾燥） 3 （g）

片栗粉 2 （g）

サラダ菜 5 （g）

彩　　り　　煮

こんにゃく 50 （g） ①こんにゃくは手綱切りにして下茹でをする。

②さやえんどうは下茹でをする。

③ごぼうは皮をむき、一口大の乱切りにして酢水にさらしアクをぬく。

④にんじんは花形に切る。

⑤しいたけは石づきをとり、飾り切りにする。

⑥鍋にだし汁を入れ、①～⑤を入れて10分煮る。

⑦砂糖、醤油の順に入れて味をつけて10分煮る。

⑧出来上がったらさやえんどうを散らして盛り付ける。

ごぼう 20 （g）

にんじん 15 （g）

しいたけ 20 （g）

さやえんどう 5 （g）

かつお・昆布だし 150 （cc）

砂糖 2 （g）

醤油 5 （g）

夏野菜のグリル

ブロッコリー 15 （g） ①ブロッコリーを解凍する。

②かぼちゃは一口大に切り、ラップをかけて電子レンジで40秒程度加熱する。

③ミニトマトはヘタを取り、洗う。

④アルミカップに①～③の野菜を入れ、とろけるチーズをのせてグリルで5分焼く。

⑤焼きあがったらアルミカップから取り出し、弁当用のおかずカップに盛り付ける。

かぼちゃ 10 （g）

ミニトマト 10 （g）

とろけるチーズ 10 （g）

大根のヌードルサラダ

だいこん 30 （g） ①だいこん、にんじん、しょうがをスライサーで千切りにする。

② A を混ぜ合わせる。

③だいこんとにんじんをさっと茹でて、よく水気を切り、絞る。

④③をほぐし、しょうがと②を加えてあえる。

⑤飾りに、白いりごまを散らす。

にんじん 10 （g）

しょうが 2 （g）

酢　A 6 （g）

砂糖 A 1 （g）

オリーブ油 A 2 （g）

白いりごま 0.5 （g）

果　　　　　物

オレンジ 40 （g） ①分量のオレンジを切り、盛り付ける。

表1　「毎日、 ありが父さん弁当」 レシピ
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Ⅲ． 活動の成果

　応募総数311点（「朝食」部門80点，「昼食」部門105
点，「夕食」部門126点），学校数61校から第一次審査

（書類選考）で11校，12チームが，第二次審査（最終

選考）に進んだ．第3回　チャレンジ！糖尿病いきい

きレシピコンテストではアイディアや印象に残った1
チームに受賞される審査員特別賞を受賞した．

Ⅳ． 今後の課題

　今回のレシピコンテストを通じて，糖尿病食の持つ

イメージを明るいものとし，糖尿病患者が食事療法に

前向きに取り組むきっかけづくりになったと考える．

更に昨今の糖尿病発症の若年化を受け，若年層の糖尿

病の予防と治療に関する関心を高め，広範な世代の健

康の保持増進と QOL の向上に寄与すると考える．筆

者は今後，医療現場においておいしく楽しく，笑顔あ

ふれる治療食を提供し，疾病の予防と治療に貢献して

いきたい．
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3．料理完成写真を示す．栄養成分を表2に示す

4．「毎日，ありが父さん弁当」レシピのポイント

①毎日，忙しく働く父親にいつまでも健康でいてほし

い．そんな想いで娘の立場から感謝の気持ちを弁当に

込めた．

②主食の俵おにぎりは白米と押し麦を7：3の割合にし

た．大麦は精白米に比べて食後血糖値の上昇が緩慢で

あると示されている3）．

③主菜は親子の絆を象徴した一品とした．蒸し物にす

ることで余分な油を使わずに，ヘルシーに仕上げた．

また，整腸作用やコレステロールを体外に排泄する働

きがあると言われているオクラを使用し，生活習慣病

予防を図った．

④副菜の彩り煮は，地元の口慣れた食材であるこん

にゃくを取り入れ，きのこや根菜と一緒に煮ることで

満足感のある一品とした．味付けはしいたけの旨味を

活かして減塩した．

⑤糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版4）を用い

て炭水化物の比率をあらかじめ配慮し，60％に設定し

た．一食あたりのエネルギー産生栄養素バランスは

日本食事摂取基準2015年版5）の成人の目標量を考慮し

た．目標量とは生活習慣病の一次予防のために現在の

日本人が当面の目標とすべき摂取量（または，その

範囲）であり，P（たんぱく質）13～20％，F（脂質）

20～30％，C（炭水化物）50～65％とされている．今

作品のエネルギー産生栄養素バランスを図1に示す．

図1　エネルギー産生栄養素バランス

表2　「毎日、 ありが父さん弁当」

　一食あたりの栄養成分


