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厚生労働省によると日本では死因別死亡者総数のうち心疾患が全体の15.2%を占めており、これは癌（が

ん）に次いで 2 番目に高い数字となっている。そこで本研究グループでは心疾患患者が少ないとされる

地中海地域の「食」に注目した。研究を通して、地中海食に多く利用されているオリーブオイルには心

疾患の予防に効果があるとされるオレイン酸が多く含まれているなど、地中海食を構成する様々な要素

が心疾患の予防に効果的であることが分かった。また、日本と地中海地域における心疾患患者の年齢別

の推移を比較し、若い年代からの予防が必要であると考えた。そのため、学生や働いている人々が利用

しやすい地中海風弁当を開発した。地中海食に馴染みのない人でも食べやすいように見た目や味付けを

日本食に近づけつつ、地中海食の要素を多く含むレシピの作成に成功した。現在は、SNSなどを通して地

中海風弁当を全国に広めており、今後さらに地中海食を浸透させていきたいと考える。 
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Ⅰ 問題の所在 

厚生労働省（2017）によると、我が国では死因

別死亡者総数のうち心疾患(高血圧を除く)が全

体の 15.2%を占めており、癌に次いで 2番目に高

い数字となっている。秋田県でも同様に心疾患が

死因の第 2位になっている。 

 

Ⅱ 問題の背景 

心疾患は主に動脈硬化により、冠動脈が狭くな

ったり、閉塞したりして心筋に血液がいかなくな

ることから引き起こされる。そしてその動脈硬化

の原因は悪玉コレステロールや塩分の過剰摂取

であり、特に塩分の過剰摂取は秋田県でも長年問

題とされてきた。塩分はもちろん、悪玉コレステ

ロールも食生活の影響を多く受けるため、心疾患

の予防には食事が最も重要だと言える。 

 

Ⅲ 文献調査 

これまでに世界中で地中海食が健康に良いこと

を証明する実験が多く行われてきた。地中海食は

アメリカ・ミネソタ大学の生理学者アンセル・キ

ーズ博士が 1958 年から始めた研究の結果を発表

した時から注目されるようになった。私たちは沢

山ある先行研究の中から、特に日本の現代の健康

問題に関係のある、日本人の死因を含む以下の 4

点に注目した。 

 

1 日本人の死因 

「問題の所在」で述べた通り、日本人の死因の

第 1位は癌、第 2位は心疾患、第 3 位は脳血管疾

患である。心疾患は、昭和 60 年以降第 2 位に上昇

し、全体に占める割合は 15.2%となっている。こ

の原因として日本人の食生活の変化が考えられて

いる。主食が魚・野菜から肉に変化し、欧米のよ

うに、生活習慣病が増加した（図 1、図 2）。 

 

 

 

 

 

 

     図 1 生活習慣患者数の推移 
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図 2 日米平均コレステロール値の推移 

 

2 アンセル・キーズ博士の実験 

アンセル・キーズ博士は 1958 年から世界 7か国

で共同研究を行った。実験の内容は、アメリカ、

オランダ、旧ユーゴスラビア、ギリシャ、イタリ

ア、フィンランド、日本を対象とした各国の食習

慣と虚血性心疾患の疫学調査である。実験結果と

して、地中海地域の心疾患患者数は、他の地域の

3 分の 1であるということが分かった。 

 

3 オリーブオイルやナッツ類の心血管疾患

の初発予防効果を確認する調査研究 

スペインでは糖尿病、高血圧、悪玉コレステロ

ール高値、善玉コレステロール低値、喫煙習慣な

どの心疾患の危険因子のうち 3つ以上を有してい

る高リスク者を対象とした約 5年もの長期にわた

る追跡調査が行われた。1 つのグループはオリー

ブオイルを積極的に摂取し、もう一方はナッツ類

を多く摂取する。調査結果として、オリーブオイ

ル群に割り当てられた人は危険な心疾患イベント

の発生率が約 30%も減少した。ナッツ群に割り当

てられた人も対照群に比べて 28%も少ないという

結果となった。 

 

4 日本と地中海地域の心疾患による年齢別

死亡者数のグラフ（図 3）の作成 

作成したグラフからわかるように、60歳以上の

項目に注目すると地中海地域の心疾患による一年

あたりの死亡者数は日本の死亡者数の約半分であ

ることが分かった。また、若い世代の死亡者数に

注目すると、ほとんど同じであるため、若い頃か

らの予防が大切であることが明らかになった。 

 

図 3 日本と地中海地域の心疾患による一年 

あたりの年齢別死亡者数 

 

Ⅳ 仮説 

最近では「手間がかからない、安い」などの理

由から昼食をコンビニエンスストアやスーパーで

済ませてしまう人も増えてきている。このような

生活を頻繁に送っていると、塩分を多く摂取しが

ちになり、ますます心疾患患者数が増加する。こ

れらの実験結果から、本研究グループではこのよ

うな現状を食習慣によって改善しようと考えた。  

また、日本で多い心疾患にかかりやすい世代だけ

でなく、あらゆる世代から食習慣を改善する対策

を考え、学生から高齢者まで多くの人が習慣的に

食している弁当を利用することにした。そこで日

本で多い心疾患に効果的である地中海料理を用い、

弁当に取り入れることにした。それを地中海式弁

当として SNS などを通して広げることで、若い世

代からの食習慣を改善し、将来的に心疾患患者の

減少につなげられると考えた。 

 

Ⅴ 調査 

1 フィールドワーク 

平成 29年 7月 30日に由利本荘市にある地中海

食レストラン、ドン・キホーテを訪問。店長であ

る遠田氏に話を伺い、地中海食についてより詳し

い知識を得た。また、いくつかの地中海食料理（ピ

ザ、パスタ、オムレツなど）を実食し、地中海食

の味に触れた。 

平成 29年 7月 31日に聖霊女子短期大学を訪問。

栄養学を専攻している高山裕子准教授に話を伺っ

た。地中海食によく使用されているオリーブオイ
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ルや、弁当を作る際のポイントについて教えて頂

いた。 

 

2 弁当作成 

フィールドワークで学んだことを踏まえて 2種

類の地中海風弁当を考案、作成した。日本食と地

中海食を融合した「グローカル」な弁当を作るこ

とができた。 

 

作成した地中海食風弁当 

① 地中海風焼鮭弁当(図 4) 

・鮭のレモンソース焼き…レモンで味付けし、オ

リーブオイルで焼いた。 

・地中海風炊き込みご飯…ご飯にトマト、しいた

け、しめじ、枝豆を加え、オリーブオイルを加え

て炊いた。 

・とんぶり入り卵焼き…秋田の特産品であるとん

ぶりを加え、オリーブオイルで焼いた。 

・ほうれん草のクルミ和え…秋田産ほうれん草を

茹で、クルミと和えた。 

 

② 地中海風オムレツ弁当（図 5） 

・じゃがいも入りオムレツ…じゃがいもを混ぜ込

み、オリーブオイルで焼いた。 

・ツナマヨ入りおにぎり…ツナマヨのマヨネーズ

を、オリーブオイルを使用して作った。 

・温野菜…味付けにオリーブオイルを使用。 

・レーズンとチーズのさつまいもサラダ 

・ヨーグルトの和え物…ヨーグルトにニンジンと

枝豆、豆腐、油揚げ、醤油を和えた。 

 

  

図 1 地中海風鮭弁当 

  

図 2 地中海風オムレツ弁当 

 

Ⅵ 仮説の検証 

この弁当は一見一般的に日本で見られるものと

変わらないように見えるが、地中海食に必要な要

素が充分に入っている。要素を示す方法として本

研究グループでは「地中海食スコア」を使用した。 

地中海食スコアというのは料理がどれだけ地中

海食に近いのかということを項目で分けて点数化

したものである。まだ日本では専門家による検証

や実用化はされていないようだが、アメリカでは、

ショッピングリストを PDFにしてインターネット

サイトで配信し、料理を作る際の参考にして活用

されている。 

地中海食スコアの項目は以下の 10項目 

① 豆類の使用 

② ナッツ類の使用 

③ フルーツの使用 

④ 魚類の使用 

⑤ 3 種類以上の野菜の使用※ 

⑥ オリーブオイルの使用 

⑦ 全粒粉の使用※ 

⑧ 赤身肉不使用 

⑨ 乳製品不使用 

⑩ アルコール不使用 

※野菜の種類数に関しては弁当を点数化しやすい

ように本研究グループで指定した。 

※全粒粉とは、小麦粉の一種で皮も含めて全てを

粉にしたもの。パンの材料等に使われる。 

①～⑦までは一つでも入っていたら 1点、⑧～

⑩は入ってなかったら 1点で加算していき、10 点

満点で評価する。 

1 つめの焼鮭弁当のスコアは①②③④⑤⑥⑧⑨
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⑩を満たしているため 10点中 9点、そして 2つめ

のオムレツ弁当は①②③④⑤⑥⑧⑩を満たしてい

るため 10点中 8点であった。いずれも高得点とな

っている。 

また、本グループではフィールドワークでもお

世話になった聖霊女子短期大学の高山准教授に栄

養価の計算を依頼し、カロリーと塩分量、一価不

飽和脂肪酸量を算出していただいた。そしてこれ

を使用し、一般的な弁当との比較をした。(表１) 

 

表 1 栄養価の比較 

 カロリー

(kcal) 

塩 分 量

(g) 

一価不飽和

脂肪酸(g) 

一般的な

弁当 696 4.2 4.5 
地中海食

風弁当 696 1.8 26.8 
 

  使用したのは地中海食風焼鮭弁当。カロリーは

同値であったが、塩分量に注目すると、一般的な

弁当に比べて約 40%も抑えることに成功している

事が分かる。さらに、コレステロールを下げる効

果のある一価不飽和脂肪酸量は約 6倍の増加に成

功した。 

カロリーは同値なのになぜ塩分量は減少し、一

価不飽和脂肪酸量は増加したのか。高山先生は地

中海食の特徴であるオリーブオイルを多用したこ

とでカロリーは抑えられなかったが、素材の味を

うまくいかした味付けができたから栄養価の高い

弁当になったのではないかと説明してくださった。 

栄養価から見ても地中海食風弁当は減塩もでき

て非常に健康的な弁当になったとわかる。 

 

Ⅶ 結論と考察 

この研究結果から地中海食は魚、野菜、果物な

どを中心としたバランスの良い食事であり、ハー

ブ等の香りによる減塩効果もあることが分かった。

また、オリーブオイルやナッツといった心疾患を

防ぐことが出来るオレイン酸を多く含んだ食材が

使用されていることも分かった。これらのことか

ら、地中海食は健康食であると言える。 

そして、その地中海食の要素を日本食に取り入

れて日本人が食べやすいように考慮したグローバ

ルかつローカルである「グローカル」な地中海食

風弁当を作った。 

SNS を活用することで私たちがターゲットにし

ている学生や社会人などの若い世代への地中海食

の認識を深めることが出来ると考えた。そこで、

自作の弁当の中の一品のレシピを現在人気がある

料理動画アプリであるクラシルで料理工程を簡単

に分かりやすく配信している。地中海風炊き込み

ご飯のレシピを載せた動画はフェイスブックにお

いて公開後 3 時間で 2万回再生されたことから、

多くの人に地中海食に対して関心を持ってもらえ

たと言える。 

ツイッターでは地中海食を身近で親しみやすい

ものと思ってもらうため、自作のキャラクターを

使用して弁当中のその他の細かいレシピや新しく

考案したレシピを投稿している。これからも SNS

を通じて地中海食について発信していきたいと考

えている。 

また、私達は各世代を対象として作った様々な

リーフレットをスーパーや保育園等で配布するこ

とを目標としている。（図 6） 

 

   図 6 作成中のリーフレット 

 

地中海食を広めていくことで心疾患を予防でき、

健康的な生活を送ることにつながるため、日常的

に地中海スコアを意識して、普段の食事に地中海

要素を取り入れることを提案する。 
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