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2012 Winter 

クロマグロ 

黒鮪 
 高級すしのネタや刺し身として人気の高いクロマグロの年間漁獲枠は
資源保護を理由に’07年以降削減されてきました。しかし、’12年11月
の大西洋マグロ類保存国際委員会で「資源量が回復傾向にある」と 
報告され、’13年は’03年以来10年ぶりに年間漁獲枠が増えました。 

 日本ではレンコンはおせち 
料理に欠かせない物となって 
ますが、それはレンコンの形状に理由があります。輪切りにした時に
丸い空洞が並んでいて、向こうが良く見える事から、「先の見通しが 
良い」という縁起を担いで食べます。 

レンコン 

蓮根 

 日本へはかなり昔に中国から伝来したとされ
ていますが、他の野菜のようには品種改良はあ
まりされておらず、生産されている品種も数種類
だけです。産地として有名なのは、茨城県の霞
ケ浦周辺で全国の半分近くを生産しています。
次いで徳島県、佐賀県などです。その他、新潟
の「大口れんこん」、石川の「加賀れんこん」など
のブランドれんこんもあります。れんこんは一年
中出回りますが、旬は収穫が始まる9月～10月
の秋と、正月のおせち料理で需要が多い冬です。
冬は需要が増えるため価格も上がりますが、こ
の時期のものが最もおいしいとされています。
大きく分けると日本れんこんと中国れんこんに
分けられますが、現在出回っているれんこんの
ほとんどは病気に強い後者です。 

 マグロの中でも最も大きくなる種類で、全長
3m、重さ400ｋｇを超えるものもあります。魚体
は形態的には無駄のない完全紡錘形で、台湾
近海で産卵し日本近海で育った若魚は、太平
洋を横断し北アメリカ西岸に達します。その後、
成長しながら北太平洋を移動して日本近海
戻ってきます。海中では口と鰓蓋を開けて遊泳
し、ここを通り抜ける海水で呼吸します。また、
泳ぎを止めると窒息するため、たとえ休息時で
も止まりません。漁獲方法は、延縄漁や一本釣
りです。寿司ネタとして重宝される極上のトロが
とれると言われるクロマグロは魚体の色と希少
価値から「黒いダイヤ」とも呼ばれています。 

 

 食べる部位で栄養成分が違ってきます。
赤身の部分は低カロリー、低脂肪で高た
んぱく。たんぱく源として優秀な食材です。
そして抗酸化ミネラルであるセレンと悪酔
いの原因であるアセトアルデヒドを分解し
てくれるナイアシンの成分が高いです。 
トロの部分は高カロリー、高脂質なので、
食べ過ぎには注意ですが、魚の中でもっ
ともDHAを含んでいます。DHAは血栓の予
防や解消に役立ちます。また脳や目の機
能にも重要な役割をします。骨の代謝にも

関わるビタミンDも多く含みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

主成分はでんぷんですが、ビタミンCと鉄
分が比較的多いです。ビタミンC は100g中
48mgも含まれていて、これはレモン果汁
並みです。しかも、ビタミンＣは熱に弱いの
ですが、でんぷんが多いため加熱しても
相当量のビタミンＣが残ります。レンコンを
切ると糸がひきますが、これは納豆やオク
ラなどにも含まれるムチンによるものです。
胃壁を保護し、タンパク質や脂肪の消化を
促進します。不溶性の食物繊維が豊富で、
便通を良くする他大腸ガン予防、動脈硬
化や高血圧予防効果が期待できます。  
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１００歳まで動けるからだづくりをめざして 

 第14回さわやか健康フォーラムが10月29日（月）に聖路加看護大学の講堂アリス・C・セントジョン
メモリアルホールにて行われました。その中で101歳を迎えた日野原重明理事長はご自身の経験か
ら、健やかな長寿のための秘訣をお話されました。そして、病気にならない食事、老化防止の食事
について病院栄養士より説明がありました。その中から今回は動脈硬化をピックアップします。 

1.脂質異常症 
アテロームを作り、血管壁が厚く狭
くなる。 

2.高血圧 
常に血管に刺激がかかり 
動脈が傷みやすくなる。 

3.喫煙 
活性酸素の影響を受けて、血管の 
老化を早める。 

4.糖尿病 
血管壁が傷つきやすく、かつ脂質
異常症、高血圧を招く。 

                        動脈硬化を起こしたり、進めたりする原因を“危険因子”と呼びます。 
                      上記４つの原因のほか、高尿酸血症、肥満、運動不足、ストレス、遺伝
素因などがあげられます。また、これらの危険因子は相互に関係しており、因子が増えれば雪ダルマ式に
動脈硬化の危険性が高まります。治療にも予防にも、これらの危険因子を減らすことが大変重要です。  

動脈硬化とはどんな病気か 

 動脈硬化とは、動脈にコレステロールや中性脂肪などがたまって、詰まったり、硬くなったりして弾力性や
柔軟性を失った状態のことをいいます。動脈硬化になると、スムーズに血液が流れなくなります。動脈が弾
力性や柔軟性に富んでいれば、心臓や脳などの臓器や筋肉などの組織に必要な酸素や栄養の供給は行
なわれます。しかしコレステロールなど血液の脂質が、動脈にたまったり、酸素や栄養が不足したり、高血圧
により常に血管に負担がかかったりしていると、動脈は弾力性を失い硬く、もろくなってしまいます。このよう
な状態を動脈硬化というのです。では、なにが原因で起こるのでしょうか。 

 
 
 
 

1. 腹八分目 （適正体重維持）。 

3. 塩分を控える。 
  一日男性９．０g未満、女性７．５g未 
  満。高血圧の場合６g未満。 

4. 抗酸化物質（ビタミンE、C、β カ 
  ロチン等）摂取。 

5. 抗酸化物質や食物繊維を取るた 
  め、野菜、果物、きのこ類 、海藻 
  類を摂る。 

                   食生活を見直すことで 
                   動脈硬化を防ぐことが 
                   できます。この５つを守 
                   ることで健康な血管を 
保つことができるのです。健康な血管こそ長寿に必要
な要素と言えますので、ぜひこの５つを実践しましょう。 
 

お腹がいっぱいになるまで食べると、適正カロ
リー量を上回ってしまう可能性が高いです。とく
に炭水化物や脂質は高カロリーなので、これらを
お腹いっぱい食べるのは危険です。 

薄味でも美味しく食べられる工夫をしましょう。 

活性酸素は体の老化を促します。これらは細胞
の老化を防ぎ、認知症の予防にもなります。 食物繊維は悪玉コレステロールを排泄します。 

脂質異常症の原因とも言えるのが、これらの過
剰摂取です。血液の流れを悪くします。 

2. 動物性脂肪、砂糖を使った甘い 
  物を控える。 
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きす

鱚 

 

鱚は良質なタンパク質が含まれてお
り、人の体内で作ることができない
必須アミノ酸をバランスよく含んで
いるのが特徴です。アミノ酸の成分
であるグルタミン酸は鱚の旨味とな
る成分です。脂質が少なく低カロ
リーなので、ダイエットにも向いて
います。 

エジプトを中心とする中近東地域で栽培され、高
温乾燥地帯でも育つ生命力の強い野菜です。日本
で栽培されたのは比較的最近で今から約30年ほど
前となります 

「モロヘイヤ」はアラビア語で「王様の
食べる野菜」という意味で、古代エジプ
トにある、どんな薬を飲んでも治らな
かった王様の病気がモロヘイヤのスープ
で治ったという伝説が元となってこの名
前になったと言われています。 

鱚は白く透明で美しい外見から海の貴婦人に例
えられています。 
江戸時代には鱚は贅沢なもので見舞いや祝い事
にやりとりされていたそうです。 

焼き物や天ぷら、刺身などあらゆる料理の万能魚であ
る鱚ですが、江戸前の寿司屋では鱚を握る店は少ない
とか。これはなぜかというと、「厄病除けに、神様の
好きな鱚を絶って願をかける」という教えがあるから
だそうです。それは、江戸時代、八丁堀の清次という
漁師が漁から帰って浜に着くと、大男が現れ、船に
あった鱚を見て「旨そうな鱚だな。俺に１匹くれん
か。」と言いました。そこで大きな鱚を差し出すと、
大男はむしゃむしゃとそれを食べてしまうとこう言い
ました。「ああ旨かった。俺は厄病神だ。お前さんの
名前を書いた紙が貼ってある家には俺は決して入らな
いようにするよ。」と言いました。間もなくこれが江
戸中に広がって大騒ぎになったそうです。なお、この
厄病神は実は当時の大泥棒だったそうです。 
そんな逸話が現代にも伝わっているのですね。 

「王様の食べる野菜」という名前に劣らず、
モロヘイヤは青菜の中でもずば抜けた栄養
価のある野菜です。特に、血液をさらさら
にしてくれるビタミンEは野菜の中でも
№1。 
その他のビタミン、ミネラルも豊富に含ま
れています。 
モロヘイヤの粘り気の成分「ムチン」は疲
労回復や胃腸の調子を整えてくれる効果が
あります。 

葉は濃い緑色で、葉先の茎や切り口が変
色していないものを選びます。 
鮮度が落ちると硬くなってしまうので、
なるべく早く食べましょう。 
保存する時は、さっと手早く茹でた後、
よく水切りをしてラップなどに包んで冷
凍しておく。 

モロヘイヤの選び方・保存方法 



健康のための一歩。 
            （プラス・テン）から始めよう！ 

普段から体をこまめに動かすことで、肥満、糖尿病、心臓病、脳卒中、うつ、認知症などのリスク
を下げることができます。 
今より1日10分多く体を動かしてみませんか？ 

階段上り下りで
シェイプアップ 

電車やバスで立つ時は
美しい姿勢で 

日々のスキマ時間に 
プチ筋トレ 

眠る前のストレッチ 洗車や掃除でカロリー消費 

＋10 

厚生労働省では身体活動、運動習慣
における国民の健康づくりのための
取組として、2013年「国民のため
の身体活動基準」及び「健康づくり
のための活動指針2013（アクティ
ブガイド）」 
を取りまとめました。 

出典：e-ヘルスネット 

安全のために 
誤ったやり方で体を動かすと思わぬ事故やけがにつながるので注意が必要です。 
 からだを動かす時間は少しずつ増やしていく。 
 体調が悪いときは無理をしない 
 病気や痛みのある場合は、医師や健康運動指導士など専門家に相談を。 
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コハダ  
小鰭 

（別名：コノシロ） 
「鰶・鮗・子代」 

やまのいも 

山芋 

コハダにはコレステロール値の改
善に有効な不飽和脂肪酸EPA・
DHA、骨の強化やイライラを予
防してくれるカルシウム、老廃物
を排出してくれるカリウム、抗酸
化作用や血行をよくしてくれるビ
タミンEが豊富に含まれています。 

山芋はじゃがいもやさつまいもと違い、生
のまま食べられる品種です。 
生でも、煮物でも、揚げ物でも、またすり
おろして和菓子にも。あらゆる料理に使用
することができます。 
乾燥させてれば漢方薬の原料にもなります。 

内湾に生息し、関東ではお寿司のネタ「コハダ」と
して親しまれていますが、別名は「コノシロ」とう
名前です。 
小骨が多いのが難点ですが、工夫次第でどんな料理
にも応用できる魚です。 

山芋には消化酵素である「アミ
ラーゼ」が含まれており、食材の
消化を助け、胃壁や細胞を守る働
きがあります。 
粘りの成分である「ムチン」には
タンパク質を効率よく活用させ、
細胞の増殖機能を促進するため、
疲労回復や滋養強壮、アンチエイ
ジングに効果的です。また「ムチ
ン」には高血糖や高血圧を防ぐ働
きがあるため、生活習慣病の予防
にも有効と言われています。 

コハダは、成長過程で名前が変わる出世魚です。
4～5ｃｍのものを「シンコ」、7～10ｃｍを
「コハダ」、13ｃｍ程度のものを「ナカズ
ミ」、15ｃｍ以上は「コノシロ」と呼びます。
その他、若魚の名前として「ツナシ」（関西地
方）、「ハビロ」（佐賀県）、「ドロクイ」
「ジャコ」（高知県）などがあります。 
お隣の国、韓国でもよく食べられる魚のようで、
コハダ専門の市場がある程、一般的に食べられ
ています。 
韓国では成長過程に関係なく「チョノ」と呼ば
れています。 
 

芥川龍之介の短編「芋粥（いもがゆ）」には、
平安時代のお坊さんが「飽きるほど芋粥が食
べたい」と願う話が書かれています。 
当時、芋粥には自然薯が使われていました。
貴族が酒宴のあとなどに、珍重して食べてい
たようです。 
また、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」で、
弥次さんと喜多さんが丸子の宿で食べたのが
自然薯のとろろ汁。長旅の疲れをいやすには
もってこいのスタミナ食品だったのでしょう。 



新型栄養失調 
飽食時代と言われる現在ですが、このところ「栄養失調」の人が増えていると言われます。 
「栄養失調」と聞くと、戦時中、戦後の食糧難を連想し、現代になぜ？と思われる人も多いでしょうが現代は、昔
とは異なる原因による「新型栄養失調」が増えているのです。 
「新型栄養失調」とは、カロリーは足りているのに、たんぱく質やビタミン、ミネラルが不足している 
状態です。食事、睡眠はしっかり取れているのに疲れが取れない、集中力がない、風邪をひきやすくなったとい
う方は「新型栄養失調」の可能性があります。 
 
 

1.にチェックが付いた方は、たんぱく質不足の可能性
があります。タンパク質は体の原料となります。また
タンパク質不足は老化の原因になります。 
肉・魚・卵・乳・大豆食品などを摂るようにしましょう。 

2.3.4にチェックが付いた方は、ビタミンB群不足の可
能性があります。甘いドリンクや、炭水化物、アル
コールはエネルギーに変換されないと肥満の原因
になります。 
できるだけ糖質を減らし玄米や、豚肉、赤身の魚な
どを摂りましょう。 

5.にチェックが付いた方は、脂質不足の可能性があ
ります。脳細胞やホルモンは脂質でできています。 
オリーブオイルなど新鮮で良質な油を摂るように 
 しましょう。 

6.にチェックが付いた方はカルシウムが不足している
可能性があります。インスタント食品やコンビニ食品
は、必要以上に摂りすぎるとカルシウムの不足を招
きやすくなります。カルシウムが不足すると筋肉がス
ムーズに動かせず、足がつるといった症状がおこる
ようになります。インスタント食品は減らし、小魚や
ヨーグルトでカルシウムの補給をしましょう。 

7.にチェックが付いた方は、食物繊維、ビタミン、ミネ
ラル不足があります。食物繊維が不足すると腸内に
悪玉菌が増加し、便秘や下痢を引き起こしやすくなり
ます。 
野菜、海藻、果物を摂るようにしましょう。 

11.12にチェックが付いた方は、亜鉛が不足している
可能性があります。亜鉛は細胞分裂や再生に役立
つ栄養素。不足すると髪の毛の成長が遅くなり、切
れ毛や抜け毛の原因になります。亜鉛は牡蠣や牛ヒ
レ肉に多く含まれています。 

10.にチェックが付いた方は、たんぱく質や油、鉄 
不足の可能性があります。 
たんぱく質や鉄不足によって血流が悪くなり、冷えを
感じるようになります。肉や卵などの動物性たんぱく
質に加えアーモンドなどに含まれている 
ビタミンEなどを摂りましょう。 

8.9にチェックが付いた人は、たんぱく質やビタミンA、
ビタミンD、亜鉛が不足している可能性があります。
これらが不足してくると、多くの免疫機能や待機する
粘膜の合成が低下し、風邪をひきやすくなります。 
肉・魚や緑黄色野菜を積極的に摂りましょう。 

 1. 肉類はあまり食べず、野菜中心の食事 
 2. 栄養ドリンク・スポーツドリンクをよく飲む 
 3. 丼やラーメンなど炭水化物をよく食べる 
 4. アルコールの量が増えた 
 5. 極力、油は摂らないようにしている 
 6. インスタント食品やコンビニ食が多い 

 
 

   7.  野菜や果物をあまり摂らない 
   8.  風邪をひきやすい 
   9.  目が乾燥する 
  10.  冷えが気になる 
  11.  抜け毛が増えた 
    12.  精力が減少した 

「新型栄養失調」は症状は、食生活のスタイルが多様化している現代では人によって様々です。まずは自分の身
体の状態をチェックし、足りない栄養素を補給していきましょう。 
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