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糖尿病患者の今後の食事管理法に対する提案 

 

小野ななみ， 浦嶋柚乃， 工藤春花， 川上穂佳 

 秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 14 

 

世界保健機関（WHO）が発表した「2012年保健統計」によると、2008年の世界総死亡者数の約 63％にあ

たる 3600万人は生活習慣病が原因である。また、生活習慣病による死亡者数は今後も増加すると見込ま

れており、2030年には 5500万人になるとされている。今後も増え続けていくと予想されている生活習慣

病として、糖尿病が挙げられる。2017年の世界の糖尿病人口は、４億 2500万人と発表されている。そし

て、2045年には糖尿病人口は世界で約６億 2900万人にもなると言われているのだ（図１）。そこで私た

ち糖尿病患者に求められる食事療法に着目した。調査の中で糖尿病患者は日々の生活で食べる全てのもの

をカロリー計算する必要があり、仕事との両立に悩む糖尿病患者もいることが分かった。糖尿病患者がよ

り簡単に自分の食事管理ができ、また予防もできる方法はないかと研究を重ね、私たちは世界中に現在普

及しているスマートフォンのアプリを利用する方法を今回提案したい。これは特にアジアの人々に活用し

てもらうことができればと考えている。技術の進化がめざましい現代ならではの案で、多くの糖尿病患者

の負担を軽減し、急増し続ける糖尿病患者だけでなく、生活習慣病の対策も可能となる。 
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Ⅰ 問題の所在 

国際糖尿病連合（IDF）によると、世界の成人の

11 人に１人は糖尿病である。世界中どの地域でも

糖尿病人口は増加すると見込まれている。日本の

糖尿病人口については、厚生労働省「平成 26年患

者調査の概況」より厚生労働省が３年ごとに実施

している「患者調査」の平成 26 年調査によると、

糖尿病総患者数（継続的な治療を受けていると推

測される患者数）は約 316万人で、前回の調査よ

りも 46万人以上増加したことが発表されている。

また、糖尿病ネットワークによると２人に１人は

糖尿病の可能性が高いが診断を受けておらず、自

分が糖尿病であることを知らないという現状もあ

り、実際は多くの人が糖尿病である可能性がある。 

そんな中、特にアジアでは増加率が高くなって

いるため、人口増加とともに糖尿病人口も増える

と考えられる。これは現在のアジアの主な地域の

糖尿病人口上位 10 か国を表している。人口が多い

ことによる影響も考えられるが、中国では 9000

万人以上、日本でも 710万人が糖尿病患者である

ことがわかる。これは世界でも高い数字である。  

 

図１ 世界の糖尿病人口 

表１ アジアの糖尿病患者数
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また、下の図２はインスリンの分泌量とインス

リンの感受性について表している。アジアの人々

について表しているのが黒い点だ。アジアの人の

多くはインスリンの分泌量が少ないとがわかる。

感受性に関しては高い数値であるものの、これは

肥満などの生活習慣により影響を受けるものであ

り、やはりほかの地域に比べるとアジアの人々は

糖尿病になりやすいといえる。また、アジアの多

くの地域では経済発展などの影響でスマホの普及

率が増加しているというデータもあるため、やは

りアプリでの食事管理は有効であると考えられる。 

 

図２ インスリンの分泌量と感受性 

 

糖尿病の大きな問題としては合併症を引き起こ

しやすいことが挙げられる。糖尿病の三大合併症

と呼ばれるのは、糖尿病神経障害・糖尿病網膜症・

糖尿病腎症と呼ばれるものであり、身体の感覚異

常、失明、腎臓の機能が低下するなどの恐ろしい

症状がみられる。また糖尿病は動脈硬化の原因と

なり、心臓病や脳卒中を引き起こす（図３参照）。 

 

図３ 糖尿病の合併症進行の様子 

 また、糖尿病と歯には密接な関係がある。糖尿

病患者は歯周病になりやすいというデータがある。

体が高血糖の状態が続くと体が細菌に抗する免疫

の働きが弱くなり、細菌が増えやすい状態になる

ため、糖尿病患者は歯周病になりやすいといえる。

また、糖尿病患者が歯周病になると糖尿病が悪化

することもわかっている。（注 1） 

糖尿病には２つの種類がある。１型糖尿病と２

型糖尿病である。１型糖尿病は若年層痩せ型の人

に多く、インスリンを作る細胞が壊れてしまうこ

とで起こる。一方、２型糖尿病は中高年の主に肥

満気味の人に多く、遺伝的影響に加え、食べ過ぎ、

運動不足などの環境的影響によりインスリンが出

にくくなったり、効きにくくなったりすることで

起こる。糖尿病は２型の割合が約 95％と１型の約

５％を大きく上回っており、飲み薬、インスリン

注射に加え、食事療法・運動療法が必要となる。 

 表２において２型について説明する。糖尿病の

食事療法で重要視される「指示エネルギーを超え

ない」ようにすることに関して、いつも実践して

いる人が 32％しかいないことがわかる。また、カ

ーボカウントという毎食ごとの炭水化物（カーボ

ハイドレート）の量を計算する食事療法では、22％

とやはり実施率が低いことがわかる。また、特に

重要であるとされる「食事記録をつける」ことに

関しては、21％ととても低くなっている。Nanci 

Hellmich の研究結果によると、毎日食事記録をつ

ける人はつけない人と比べて、２倍多く体重が減

ったことがわかった。つまり、食事記録をつける

ことは、自らの食事管理について見直す必要があ

る糖尿病患者の食事療法で大きな役割を果たすと

考えられるのである。 

 

表２ 食事療法の実践状況 
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また、食事療法に対する意識アンケートによる

と、約 72％の人が食事療法を続けることが難しい

と答えており、難しくないと答えた人の割合を大

きく上回っている。その上、食事療法をやめよう

と思ったことがあるという人はおよそ 50％もい

ることが分かっている。治療をしなければ合併症

などの危険があるが、その危機感を上回るほど食

事療法の継続は難しいと考えられる（図４参照）。 

 

図４ 食事療法に対する意識 

 

Ⅱ 問題の背景 

食事療法は、一日に摂取すべきカロリーをもと

に食品交換表（図５）という食品を主な栄養素ご

とに４群６表に分け、80kcal を１単位とし、同じ

表内の食品を単位毎に交換できるようにした表を

用いて、糖尿病患者自らが献立を考えることが一

般的である。

 

図５ 食品交換表 

糖尿病の治療を中断してしまう人は病状を悪化

させ、中断しない人に比べても合併症を引き起こ

しやすくすると言われている。多くの糖尿病患者

が一度治療を中断したのち病状が悪化し、再受診

することが現在問題となっている。それゆえ、食

事療法は中断することなく継続して行うことが大

事なのである。しかし、現状では糖尿病患者の中

で約 10％の人が途中で治療を中断している。 

糖尿病患者の多くが負担に感じるものとして、

仕事との両立がある。およそ 26％の人が時間をと

るのが難しいと答えており、その理由として図６

にあるように、食事療法は気を付けなければいけ

ないことが多く、食事の準備からかなりの時間が

かかってしまうことが挙げられる。このようなこ

とが背景で食事療法の継続は困難なのである。 

 

 

図６ 治療を中断してしまう理由 

 

Ⅲ 提案の概要 

 糖尿病の治療のためにかける多くの労力や時

間が糖尿病患者の治療を中断させる要因となっ

ているという現状を受け、私たちは糖尿病治療の

中でも、管理の難しい食事療法の負担をアプリの

活用によって軽減させられるのではないかとい

う仮説を立てた。 

以下の機能をもつアプリを作ることで、糖尿病

患者の食事療法に対する意識を高めることがで

きるのではないかと考え、詳しい機能と見込まれ

る効果について提案する。 

 

Ⅳ アプリの機能 

１ 自身の身体的な情報の設定 

アプリを使う中で初めに行うのが初期設定であ

る。身長、体重、活動量などが主に入力する内容

である。 
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それらを入力することで、より使用者個人に合

ったデータを出すことができる。身体情報を入力

するとアプリ内で計算が行われ、正確な情報を提

供できると考えられる。この機能により、現在糖

尿病である人だけでなく予防したいと考えている

人もアプリからの正確な情報を基に、日々の食生

活を改善していくことができる。また、病院に通

っており、医師と食事療法について相談している

場合には、その情報を入力することで、病院また

は医師との効率的かつ綿密な連携を図る。  

２ QRコード読み込みによる商品情報の把    

 握 

糖尿病患者は栄養面にも気を遣う必要がある。

食品交換表（図５）を用いて、糖尿病患者は通常、

カロリーだけでなく栄養管理もするが、すべての

食品にカロリーや栄養素の詳細が書かれているわ

けではないため、栄養に関する点で食事管理はま

すます難しいものとなる。その負担を軽減するた

めの本研究で提案するアプリには、食品メーカー

と連携し、商品へ QRコードをつけ、それを読み取

ることで栄養・カロリーなどをアプリが計算する

というシステムを搭載する（注 2）。 

ハーバード大学公衆衛生大学院の研究チーム

が約 10 万人を 26 年間追跡して調査した研究よ

り、夕食を週に５～７回家でとっている人に比

べ、週に２回しか家でとらない人は、２型糖尿

病を発症する危険性が 15ポイント高いことが明

らかになった。また、家で昼食をとっている人

は、そうでない人に比べ、糖尿病を発症するリ

スクが９ポイント低かった。現在は昔に比べフ

ァストフード店やコンビニエンスストアが増え

ている。また、それに比例するように現代人の

忙しさは増し、図６に示されているように仕事

や時間の不足を理由に治療を中断してしまうこ

とは少なくない。このような現状で外食、中食

を制限するというのは糖尿病患者にとって非常

に大きな負担になると考えられる。 

このアプリでは外食先やスーパー、コンビニ

などの商品の QRコードから商品情報を読み取り

詳細がわかるだけでなく、摂りすぎている栄養

素、減らすべき栄養素を適切に含む商品を提案

する機能を設ける。また、一緒に買うとよりバ

ランスのとれた食事になる商品を示す。そして、

患者にとって難しい外食や中食を食べる際の手

助けになり食事療法の負担が減らせると考える。 

３ 歩数計機能による日々の運動量の記録 

糖尿病患者は運動療法も実施する必要がある。

株式会社健康長寿研究所が行う「中之条研究」に

よると、一日 8000歩歩くことが理想とされる。こ

れは病気を予防し、健康を維持する場合の歩数で

ある。また、ダイエットの場合は１日１万歩歩く

ことが推奨されている。自分の現状にあった、歩

くなどの運動は、免疫力の向上や不眠症などさま

ざまな病気の予防に役立つとされ、糖尿病に対し

てだけでなく多くの利点があると考えられる。 

初期設定において、自分の運動量について入力

する機能を設けるが、自己管理では実際と自分が

思っている運動量に差異が生じることがさほど珍

しいことではない。そのため、アプリに運動計測

機能を搭載することで、自分の運動量の機械的な

記録付けを行い、実際の自らの運動量、消費エネ

ルギーを正確に把握することができる。そして、

今まで自分がどのくらい歩いていたのか、また、

これからどれほど歩く必要があるのかを客観的に

見ることができ、糖尿病患者の運動への意識改善

が見込まれると考える。それ以外にも、運動した

際に、どのようなスポーツをどれほどの時間行っ

たかを入力することで、運動量について深くかつ

適切に把握することができる。それにより、各個

人に合った食事管理のデータをアプリが提供する。 

４ 企業との連携によるポイント制 

 バランスの良い食事をとることによって、ポイ

ントを貯めることができる制度を導入する。そし

て一定のポイントが貯まるとクーポンや割引が

されるようになる。そうすることでなかなか続く

ことができない人も、ポイントを貯めようと、栄

養に気をつかった食事を心がけるようになる。 

 

Ⅴ アプリの特徴 

１ アプリのメリット 

(1) 機械的な管理ができる 

食事管理においては、体重や血圧、摂取する／

したカロリー、運動量など様々なデータ、および

数値を取り扱う。人の手で計算を行うにはあまり



71 

にも複雑であり、蓄積や引き出しも大変面倒であ

る。しかし、そのようなことはすべてこのアプリ

が一手に引き受ける。機械であるため、人為的ミ

スは起こりえない。必要なときに必要な情報を瞬

時に提供することができる。 

(2) 情報が豊富で受け取りやすい 

本アプリは商品情報を、QRコードを通じて読み

取ることはすでに説明したとおりである。それゆ

えに、商品パッケージに載せきれなかった情報も

多く受け取ることができる。また、その商品を購

入、調理した際には先ほど読み取った情報をカロ

リー計算に使用したり、不足栄養を補える食品や

相乗効果が期待できる食品を勧めたりすることに

役立てられる。また、後の項目で詳しく説明する

が、このアプリが食品関連企業と連携した場合、

新商品のお知らせなどもいち早く受け取ることが

できる。 

(3) 個人にあった設定での利用 

本アプリ最大のメリットといえるのが、この個

人にあった設定での利用が可能という点である。

先ほど述べた初期設定を行うことにより、各個人

の健康・身体状況に合った情報、サービスの提供

はもちろん、アレルギーや宗教にも対応すること

が可能である。ゆえに、無駄のない最適な「あな

ただけの」健康管理維持を実現できる。 

２ アプリのデメリット 

(1) 自炊への対応が難しい 

このアプリは商品に関する企業からの情報を提

供することを目的としており、自炊したものを正

確に数値化することは困難である。我々はこの対

策として、他のアプリのように安易に写真で判定

するのではなく、使用者が入力することによって

確実に数値化する。 

(2) 制作費がかかる 

アプリ開発費見積もりシミュレーターを利用し、

簡易的なシミュレーションを行ったところ、500

万円ほどかかることが見込まれる。その他にも企

業との連携などを考えるとさらに費用がかかる。

しかし、最近ではクラウドファンディングなど、

アイディアに賛成する人々から資金を調達するこ

とも可能であり、巨額ではあるが集めることが可

能である。 

Ⅵ 企業連携について 

このアプリが最大限の効果を発揮するためには

食品関連企業との連携が必要不可欠である。日本

の大手食品企業は、既にホームページなどに食品

に関する情報を掲載している。そのような企業と

連携することで、利用者のアプリに対する信頼が

高まり、利用者の増加が見込まれる。アプリの利

用者は様々な企業のもつ膨大な食品の情報をたっ

た一つのアプリで得ることができる。また、各企

業の新商品をトップに掲載することで消費者の購

買意欲が高まり、企業利益も生まれる。海外にお

いては、よりその国の食生活にあった情報の提供

が期待できることから、現地の企業と連携したい。

海外にも健康、安全を考えた食生活を求める人は

数多い。信頼の厚い現地企業と連携することで、

その他の連携企業の信頼も同時に高めることがで

きる。 

 

Ⅶ 結論 

この研究は、世界の糖尿病人口が増加している

という問題に注目して行った。糖尿病は人間の生

命に大きな影響を与える病であるのにも関わらず、

治療を困難に感じる、中断してしまう人が多いと

いう状況に着目した。糖尿病患者にとって極めて

重要な生活習慣の管理、その中でも食事療法の徹

底に重点を置き、研究してきた。そこで、食事療

法による負担を軽減するために、アプリの活用を

考案した。このアプリの実現は、糖尿病患者が、

自身が摂った食事の細かなデータを全て記録する

という、時間と労力のかかる作業を最大限に簡略

化する。そして、患者が食事療法に抱く面倒さ、

ストレスをできる限り払拭し、積極的に食事療法

に取り組み、継続しやすくなる環境をつくること

ができる。そのため、糖尿病を前向きに治療して

いくことに役立てられるのではないかと考えた。 

そして、アジアにおいて、スマートフォンの普

及率が高いことから、アプリの需要が見込まれ、

普及させることができる。アプリは、時間、場所

に限定されず利用可能という利点がある。よって、

食事療法が日常的に行われると、糖尿病に影響が

大きいイン、食文化に沿った管理ができ、糖尿病

患者の増加を抑制する効果があるだろう。 
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また、食生活を自身で管理することは、糖尿病

の食事療法だけでなく、肥満症や高血圧症等の他

の生活習慣病の治療、現在は発症していないが将

来的な生活習慣病予防のための食事管理、ダイエ

ットやトレーニングを行う際のマネジメントの活

用と様々な面で活用可能である。まだ検討してい

る段階ではあるが、このアプリを応用することが

それぞれ個人の動機に合った健康管理を支えるこ

とにつながり、幅広い人々の食生活の改善に役立

てられるのではないだろうか。 

このような現代の特色を生かした私たちの提案

が実現されれば、現在は多くの糖尿病患者の負担

となっている食事療法の継続が以前より容易なも

のとなると考える。そのため、食事療法を中断す

ることが減少し、食事療法の徹底につなげられる。 
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注 

1) 歯周病とは、歯と歯茎の間に繁殖する細菌に

感染し、歯の周りに炎症が起こる病気。 

2) 食品メーカーとアプリの連携により、既存の

商品に QR コードをつける。それにより、ア

プリの利用者が商品の詳細をすぐに知るこ

とができる。食品メーカーにとっての利点と

しては、アプリ使用者に提供され、購入する

人が増えると考えられることである。また、

一般的に栄養が偏りがちな印象を受けるコ

ンビニ食が健康な食生活のための一部とな

るという点で企業利益も多いと考える。 


