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背景 

近年、西洋医学では慢性アレルギーなど 

治療しにくい病気がある。 

 

中医学による治療が効果を上げている。 

よって中医学の理論体系（整体観念と弁証論治）
が見直されている。 

 

 
 

 

対して 

献立作成 栄養素 性味 



はじめに 

現代栄養学における献立作成の視点 

 ① 組み合わせ 



② 栄養アセスメント：ＢＭＩ、適正体重、適正ｴﾈﾙｷﾞｰ 

   ＢＭＩ＝体重÷｛身長（ｍ）×身長（ｍ）｝ 

   適正体重＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×２２ 

   適正エネルギー＝適正体重×３０ｋｃａｌ 

③ 献立評価：Ｐ：Ｆ：Ｃバランス 

  エネルギー比で 

    たんぱく質１５％：脂質２５％：炭水化物６０％ 

 

           健康の維持・増進 

                 



中医薬膳学の献立作成（施膳）の視点 

① 食材の味と性質（五性・五味）を用いる 

② 各々が効能を持ち、効果的に入りやすい五 

  臓六腑（帰経）を考える 

③ 年齢、性別、体質、体調、生活環境に合わ 

  せた施膳を行う 

④ 季節ごとの特徴に旬の食物を組み合わせる 

 

季節の体を健康に保ち、次の季節への準備 

未病・予防の食生活に導く 

              

  



 

メニュー開発（献立作成）にあたって 

現代栄養学と中医薬膳学、双方向から 

みた共通点を整理する 



健康度と食の関係 

                                              

 

 

 

 

 

 

治療食 治療食 栄養改善食 健康維持食 

薬膳 食療 食養 食用 

健康 半病気 半健康 病気 

健康度 



3000年前の「黄帝内経」に 

五穀為養 穀物は体を養う 
 
 
 
現代 
 
 
栄養学 

 
 

エネルギー源 

五果為助 
果物は体を助け
る 

ビタミン補給 

五畜為益 
肉類は体を補益
する 

たんぱく質源 

五菜為充 
野菜は体を充実
させる 

ビタミン、 
ミネラル源 



日本 身土不二 
人と土は一体である。「住んでいる土
地のものを食べるのがよい」 

中医学 整体観 

人は自然界の中で生きており、従っ
て、自然界の季節や気候の変化は
人体に対して、最も大きな影響があ
る 

旬の食材や日本でとれた新鮮
な食材を伝統的な調理法で 

食べることが大切 



ここで薬膳とは・・・ 

薬膳天地・礼心HPより抜粋 



木火土金水(もっかどこんすい)とは 



五行属性表 

五行属性表 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

※２０１６年の場合 



食材の性質と効能 
性（性質） 効     能 

温性 
熱性 

温めて通じさせる働きをもつものが多い・・・約１６％ 
 ・寒邪を取り除く（散寒） 
 ・陽気を補う（補陽） 
 ・お腹を温める（温中） 
 ・経絡を通す（温軽通絡） 
 ・血の巡りを活性化する（活血化於） 
 ・水分の滞りをなくす（温化水湿） 

平性 

性質が穏やかで養生に向いている食材が多い・・・約７０％ 
身体に不足しているものを補う（補虚）作用を持つ食材が多い 
養生、疾病予防、健康維持に使いやすい。 

涼性 
寒性 

熱邪を取り除く（清熱）ものが多く、同時に火邪を鎮める（冩火）、
身体に潤いを与える（滋陰）、解毒の働きをもつ食材が多い 

・・・約１４％ 



【研究１】春・夏（長夏）・秋・冬の季節の特徴、
体の変化、養生と食材を組み合わせる 

◎薬膳の考え方 

「春・夏・長夏・秋・冬」の５つの季節（五季）の変化 

⇒体にも変化が現れる 

※今回は長夏を梅雨に置き換えて考える 

「肝、脾、心、肺、腎」の五臓 

⇒五季の変化によって五臓に悪影響が引き起される 

 



「酸味、甘味、苦味、辛味、鹹味」という５つの味
（五味）・個々の食物がもつ力 

⇒五臓の不順を改善していく 

 

 

五季、五臓、五味は互いに影響しあって、 

食事を通してバランスをとることで体の健康を 

保とうとしている。 

 



春 

◎冬の間に縮こまっていた体がときほぐれて、 

  新陳代謝が盛んになり、体内の活動も活発になる。 

◎冬から働きすぎて疲れている「肝」に必要な栄養を補う。 

◎酸味を摂りすぎると胃腸に負担をかけてしまう。 

⇒砂糖やフルーツで甘味を少し加えて酸味を和らげて 

  使うと胃腸に負担をかけずに食べることができる! 

 

五季 五味 五行 五臓 五腑 

春 酸 木 肝 胆 



春にとるべき食材 

津液を補うもの（滋陰） 

あさり・いか・うなぎ・カツオ・牛乳・クコの実・黒豆・黒ゴマ・ほうれん草・松の実 
など 

肝の熱を冷ますもの（平肝） 

あなご・アロエ・貝類・菊花・金針菜・ししとう・トマト・ナズナ・ピーマン など 

体内の熱を冷ますもの（清熱） 

ウズラ卵・貝類・キウイフルーツ・牛乳・金針菜・クチナシの実・鶏卵・ゴマ・サン

ザシ・春菊・セロリ・豆腐・トマト・豚肉・まこも など 

発汗作用があり邪気を発散するもの（解表） 

パクチー・しそ・ショウガ・ネギ などの香菜 

気を巡らせ血を養うもの（補血） 

粟・さやいんげん・キャベツ・牛肉・しいたけ・じゃがいも・大豆・長いも・人参・ 
はちみつ・ハト麦・ほうれん草・松の実・落花生 など 



梅雨（長夏） 

◎湿度が高く汗が出にくいため、体内に余計な水分
がたまりやすく、新陳代謝が落ち始める。 

◎ややうすい「甘味」。滋養強壮効果があり、「脾」
の不調に働きかける。 

五季 五味 五行 五臓 五腑 

梅雨 
（長夏） 

甘 土 脾 胃 

「甘味」は砂糖だけでなく
、穀類・芋類やバナナ、 

ぶどうといった果物に含ま
れる甘味も有効である。 



梅雨（長夏）にとるべき食材 
湿を取り除き、むくみをとるもの （利水) 

きゅうり・スイカ・冬瓜・ハト麦・枝豆・そら豆・しじみ・昆布・大葉・キウイフルーツ・ 
菜の花・なす・白菜・とうもろこし・ブドウ・みかん など 

体内の湿気をなくすもの (化湿) 

しそ・陳皮・パセリ・セロリ・パクチー・グリーンピース・みかん・山椒・ジャスミン茶 
 など 

発汗作用があり邪気を発散するもの (解表) 

ねぎ・生姜・豆豉・しそ 

消化吸収を助けるもの (健脾) 

イワシ・枝豆・オクラ・かぼちゃ・カリフラワー・栗・黒豆・小松菜・さつまいも・ 
大豆・なす・人参・肉類・しいたけ 

気の巡りをよくするもの (理気) 

キャベツ・しそ・春菊・生姜・そば・大根・玉ねぎ・陳皮・ニラ・ニンニク・ねぎ・ 
ピーマン・らっきょう 



夏 

◎熱をもった状態になり、体力を消耗する季節 

⇒薬膳でも「熱・暑」を邪気として、注意を促している 

⇒体を冷やす食材 

ただし、体温が３６度未満の低体温の方や、冷房で 

「夏冷え」になる方は控える。 

◎五味は「苦味」で、アクセント程度に使用すると心臓の
動きや血の流れを安定させる。 

 

夏 苦 火 心 小腸 

五季 五味 五行 五臓 五腑 



脾胃の働きを高め気を補うもの (補気) 

かぼちゃ・じゃがいも・ナツメ・山芋・枝豆・小麦・大麦・豚肉・米 など 

体にこもった熱を冷ますもの （清熱） 

あさり・粟・キウイフルーツ・きゅうり・ゴーヤ・しじみ・スイカ・セロリ・玉ねぎ・ 
冬瓜・トマト・ナス・ハト麦・バナナ・ミョウガ・もやし・レモン・れんこん・わかめ・ 
豆腐・白菜 など 

汗や下痢を止めるもの （止汗、止瀉） 

アンズ・グレープフルーツ・サンザシ・トマト・ビワの実・マンゴー・レモン・梅など 

津液をつくり出しのどの渇きを抑えるもの (生津、止渇） 

きくらげ・きゅうり・ココナッツジュース・スイカ・冬瓜・トマト・ブドウ・みかん・ 
りんご・レモン・れんこん・柿・豆乳・梅・梨・緑豆 など 

心神の不安に効果があるもの （安神） 

あさり・ウズラ卵・ニラ・牛乳・小麦粉・卵・ナツメ・ハスの実・ハチミツ・ひじき・ 
豚ハツ・ユリ根 など 

夏にとるべき食材 



秋 

◎前半：夏バテや暑さによる寝不足や食欲不振などで    

      疲れた体をいたわることが重要である。 

 後半：自然界と同様に人の体も乾燥しやすい時期と 

     なるため、乾燥のトラブルから身を守ることが 

     重視されている。 

◎辛味：体を温めて血行を促進する作用・殺菌作用 

      風邪予防や冷えによる免疫力の低下を改善する。 

五季 五味 五行 五臓 五腑 

秋 辛 金 肺 大腸 



体内の乾燥症状を治すもの（潤燥） 

きゅうり・ほうれん草・梨・牛肉・りんご・豆腐・はちみつ・大根・れんこん・豚肉 
など 

秋にとるべき食材 

肺を養うもの（養肺） 

牛乳・豆腐・豚肉・きゅうり・イチジク・みかん・れんこん・山芋・ねぎ・トマト など 

風邪を治すもの（解表） 

生姜・玉ねぎ・唐辛子・ニンニク・ねぎ・菊花 など 

津液を生じさせるもの（生津） 

キウイフルーツ・きゅうり・れんこん・トマト・みかん・ブドウ・豆腐・黒きくらげなど 



冬 

◎寒さのため血管縮み、1年のなかで最も代謝が悪くなる 

⇒体が栄養を蓄えておこうとするため、 

  冬に体重が増える 

⇒発汗が減る分、尿量が増える 

◎腎を強くすることは老化の防止につながる 

◎五味は「鹹味」。とりすぎに注意！ 

五季 五味 五行 五臓 五腑 

冬 鹹 水 腎 膀胱 



冬にとるべき食材 



冬にとるべき食材 



結果・考察 

・現代栄養学にはない「季節の食性」「体調と
の関係」が明らかになり、帰経を意識した季
節の献立がたてやすくなった 

・これらの表を利用することで食材選びが容
易になった 



方法：東海３県の魚介類３１種類、野菜類３２種類、 

    果物類９種類の出回り量を市場に問い合わせた。 

    分類は、出回り数量が「非常に多い」「多い」 

    「少ない」とした。 

    「旬」＝「出回りが非常に多い」と位置づけた。 

    

【研究２】東海三県の市場における出回り食
材を調べ、性味・帰経・効能を結合。旬の食材
に効能がどれだけあるかを検証した 



性味 帰経 効能 
春 夏 秋 冬 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

とびうお 甘/平 脾胃 補気・健脾       健脾                

さんま 甘/平 脾胃 補虚損・健胃・活血                         

うなぎ 甘/平 肝脾腎 補気・補血・補腎・養肝・活血           補気              

きんめだい 甘/微温 脾胃腎 健脾・益精・通乳・補腎・利水・消腫                     補腎   

まぐろ 甘/温 肝脾 補気・補血・補陽     補血                    

うるめいわし 甘鹹/温 脾肝腎心 
健脾・補気・健脳・活血・明目・安神・強筋骨・
補血 

                  補血      

いわし 甘鹹/温 脾肝腎心 
健脾・補気・健脳・活血・明目・安神・強筋骨・
補血 

  補血             補血     

さより 甘/平 脾腎 滋陰・補腎                     
滋陰 
補腎 

たちうお 甘/温 脾胃 補五臓・沢膚・補中・開胃・袪風                         

さわら 甘/平 脾胃 峻補・補気           補気              

さば 甘/温 脾胃 補血・補気・健胃・活血     補血              
補血 
補気  

    

かたくちいわし 甘鹹/温 脾肝腎心 
健脾・補気・健脳・活血・明目・安神・強筋骨・
補血 

補血                       

ぶり 甘酸/温 肝脾腎 補気・補血・滋陰・健脾     
補血 
滋陰  

健脾           
補気 
補血 
滋陰  

    

かつお 甘/平 腎脾 補気・補血・健胃・益精   補血                   

ます 甘/温 脾胃 温中・補気・理血                         

東海三県の出回り時期 –魚介類- 

…多い場合 （白） …少ない場合…非常に多い場合

30 ※ 効能については、すべての方に効果があるものではありません。何らかの疾患がある場合またはアレルギー体質の方は、主治医と相談の上ご利用ください。 



  性味 帰経 効能 
春 夏 秋 冬 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

あじ 甘/温 胃腎 温胃・補中・健脳                         

たい類 甘/微温 脾胃腎 健脾・益精・通乳・補腎・利水・消腫       健脾                  

すずき 甘/平 心脾胃肝腎 養肝・補腎・健脾・利水・補血                     補腎    

あまだい 甘/微温 脾胃腎 健脾・益精・通乳・補腎・利水・消腫       健脾            補腎   

ひらめ 甘/平 脾 補中・補気                         

かじき 甘/温 脾肝 疏肝・理気                       理気  

あんこう 甘鹹/温 脾 補気・補血 補血                 
補気 
補血  

あゆ 甘/温 健胃 補陰・開胃・通乳・利水・消腫                         

あさり 甘鹹/寒 肝腎脾胃 
清熱・化痰・利水・安神・瀉火・補血・滋補肝
陰 

      利水                  

さざえ 甘鹹/平 脾腎肝 補気・補腎           補気              

いか類 鹹/平 肝腎 補血・滋陰・調経             滋陰         

しじみ 甘鹹/寒 肝腎 清熱・利湿・解毒・止痛・安神・補血 
清熱 
補血  

        安神            補血  

あかがい 甘/温 脾肝胃腎 温中・健胃・補血・活血                         

はまぐり 甘鹹/寒 肝胃肺 滋陰・利水・化痰・散結・退黄・止淋   滋陰                      

たこ 甘鹹/涼 脾肝 補気・補血・強筋骨・生肌           補気              

かき 甘鹹/平 心肝腎 滋陰・補血・安神・補虚損 
滋陰 
補血  

                  
滋陰 
補血 

82.7％ 

…多い場合 （白） …少ない場合…非常に多い場合

東海三県の出回り時期 -魚介類- 

31 
※ 効能については、すべての方に効果があるものではありません。何らかの疾患がある場合またはアレルギー体質の方は、主治医と相談の上ご利用ください。 



  性味 帰経 効能 
春 夏 秋 冬 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

たけのこ 甘/寒 胃大腸 清熱・化痰・通便・解毒・透疹                         

いんげん 甘/平 脾胃 補中・補気・袪湿・補腎           補気              

アスパラガス 苦甘/微涼 肺脾 補気・滋陰・清熱・生津・利水     
滋陰 
清熱  

      滋陰            

なす 甘/涼 脾胃大腸 清熱・活血・利水・消腫・健脾・和胃       健脾 清熱              

きゅうり 甘/寒 胃小腸 清熱・止渇・利水・解毒・生津   清熱                    

ふき 苦/温 肝心肺 鎮咳・化痰・健胃・化瘀・解毒                         

ごぼう 辛苦/微涼 肺肝大腸 通便・補腎・清熱・袪風・利湿・利水            清熱             

人参 甘/平 肺脾肝 健脾・消食・滋陰・補血・明目・補気 
滋陰 
補血  

    健脾         
滋陰 
補気 
補血  

    

れんこん 
甘/寒 

(熟)甘/平 
心脾胃 

止渇・生津・清熱・潤肺・涼血・化瘀  
(熟)健脾・開胃・止瀉・固精 

                        

キャベツ 甘/平 肝胃腎 健胃・補五臓・化湿・補腎・清熱・強筋骨   清熱               補腎    

大根 辛甘/涼 肺胃 消食・化痰・寛中・降気・行気       行気                  

小松菜 甘辛/平 脾腎 養陰・除煩・健脾・通便                         

ほうれん草 甘/涼 
肝胃大小
腸 

補血・滋陰・清熱・除煩・通便 
補血 
滋陰 
清熱  

        清熱  滋陰   
補血 
滋陰  

白菜 甘/平 
胃大腸膀
胱 

清熱・除煩・健脾・利水・通便 清熱                        

春菊 辛甘/平 肝肺 清肝・明目・潤肺・化痰                         

里芋 甘辛/平 脾胃 解毒・消種・和胃・調中・化痰                         

…非常に多い場合 …多い場合 （白） …少ない場合

東海三県の出回り時期 –野菜類- 
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※ 効能については、すべての方に効果があるものではありません。何らかの疾患がある場合またはアレルギー体質の方は、主治医と相談の上ご利用ください。 



  性味 帰経 効能 
春 夏 秋 冬 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

枝豆 甘/平 脾大腸 健脾・寛中・補気・利湿・補水           補気              

グリンピース 甘/平 脾胃 補中・補気・利水・通乳・理気                         

かぼちゃ 甘/温 脾胃 補中・補気・化痰・健脾           補気              

トマト 甘酸/微寒 肝脾胃 生津・止渇・涼血・平肝・健胃・消食・解暑           
生津 
止渇  

            

ピーマン 甘/平  肝心胃腎 理気・除煩・平肝・和胃・行気                         

玉ねぎ 甘辛/温 肺胃 和胃・降逆・化痰・理気・活血・行気       行気                  

かぶ 甘苦辛/温 脾肺 
補五臓・消食・降気・滋陰・開胃・温胃・止
咳・解毒 

滋陰                    滋陰 

セロリ 甘苦/涼 肝肺膀胱 平肝・清熱・利湿・治淋・活血 
平肝 
清熱  

                      

レタス 苦甘/涼 肺肝脾 清熱・利湿・通乳・活血・補血・健脾・通便                     補血    

ねぎ 辛/温 肺胃 解表・補陽・散寒・健脾・散結   解表                      

さやえんどう 甘/平 脾胃 補中・補気・利水・通乳・理気                         

ブロッコリー 甘/平 肝脾腎 補腎・強壮・健脾・補五臓                     補腎 

カリフラワー 甘/平 脾腎胃 健脾・和胃・補腎・強筋骨                         

じゃがいも 甘/平 胃大腸 和胃・調中・補気・健脾           補気              

生しいたけ 甘/平 胃肝 補気・托透疹・健脾                         

とうもろこし 甘/平 大腸胃 健脾・補気・和胃・調中・利水・利胆         
健脾 
利水  

              

77.8％ 

…非常に多い場合 …多い場合 （白） …少ない場合

東海三県の出回り時期 –野菜類- 
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※ 効能については、すべての方に効果があるものではありません。何らかの疾患がある場合またはアレルギー体質の方は、主治医と相談の上ご利用ください。 



  

  性味 帰経 効能 

春 夏 秋 冬 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

かき 甘渋/寒 
心肺胃大
腸 

清熱・解酒毒・潤肺・止渇                 潤肺        

りんご 酸甘/平 肺脾腎肝 健脾・止渇・開胃・化痰・生津・潤肺                 潤肺        

スイカ 甘/寒 心胃腎 清熱・解暑・除煩・止渇・利水         利水               

みかん 甘酸/涼 肺胃 開胃・寛中・健脾・潤肺・止渇・解酒毒                 潤肺        

ぶどう 甘酸/平 肺脾腎 
補気・強筋骨・利水・安胎・除煩・止渇・補肝・
補腎 

                        

なし 甘微酸/涼 肺胃 生津・潤肺・清熱・化痰・止咳・生肌・解酒毒             潤肺         

いちご 甘微酸/涼 肝脾胃 解暑・止瀉・健胃・消食・養肝                         

夏みかん 甘酸/涼 肺胃 開胃・寛中・健脾・潤肺・止渇・解酒毒                         

もも 甘酸/温 肺脾肝 生津・潤腸・活血・化瘀・消積・平喘・補気           補気              

66.7％ 

東海三県の出回り時期 –果物類- 

…多い場合 （白） …少ない場合…非常に多い場合
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※ 効能については、すべての方に効果があるものではありません。何らかの疾患がある場合またはアレルギー体質の方は、主治医と相談の上ご利用ください。 



結果・考察 
１. ７２種類の食材に対して、６５種類に旬があり、 

  そのうち旬の季節に見合った薬膳の効能を持っているのは 

  ５１種類であった。 

  ⇒旬の食材の７８．５％に薬膳の効能がある。 

 

２. 旬の食材と効能の一致が高かったのは、 

   魚介類で８２．７％。 

   野菜類の一致は７７．８％である。 

   果物類が６６．７％であった。 



【研究３】旬の食材を使う意識でたてた献立の食
材に【研究１】の季節の食材の性質を照合し、 
その一致率を見ることで、旬の食材を使うと薬膳
献立といえるかどうかを検証する。 

方法：既存のメニュー集 主食・主菜・副菜・副々菜を松華
堂弁当にし、「管理栄養士のすすめる介護に役立つヘル
シー献立100選」の食材ごとに、【研究１】の食材の効能に
合わせ、一致率をみる（調味料は除く）。 



食品群 効果 食材 

赤 体をつくるもとになる 
肉、魚、卵、牛乳、乳製品、

豆など 

緑 エネルギーのもとになる 
米、パン、麺類、 

いも類、油、砂糖など 

黄 体の調子を整えるもとになる 
野菜、果物、 
きのこ類など 

対象：９６メニュー 

食品数：延１００４品 

方法：全品に季節の効能を入れる。 

    季節の効能がはまらない食材は×とする。 

    食材を３色の食品群にわけ、 

    一致率をグラフ化する。 
 



結果 
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結果続き 

46％ 

57％ 
36％ 

100％ 

82％ 

76％ 



結果・考察 

・旬の食材を利用して立てた献立の食材は 

延１００４品あり、薬膳の性味・効能を照合すると
その一致数は７６５品。 

⇒一致率は76％であった。 

 

・旬の食材の利用を意識して立てることで、 

薬膳的な効果が期待できることがわかった。 

 



改編「ヘルシー献立１００選」を 
家庭薬膳献立に 

食材の薬膳的効能 

    と適用・作用 

食材の豆知識 

1食分の熱量 

1品分の 

熱量/たんぱく質/脂質/塩分 

 



春 夏 秋 冬 



【研究４】現代栄養学と中医薬膳学双方向からみた
献立作成を容易にするため、季節の特徴、効能の
説明と摂りたい食材を図表化する。 

食品群 効果 食材 

赤 体をつくるもとになる 
肉、魚、卵、牛乳、 
乳製品、豆など 

緑 エネルギーのもとになる 
米、パン、麺類、 

いも類、油、砂糖など 

黄 体の調子を整えるもとになる 
野菜、果物、 
きのこ類など 













結果・考察 

• 季節に使うべき食材と効能を図形化にすること
で、一目で食材が選択でき、薬膳的献立作成が
簡単にできるようになった。 



まとめ 
• 食材の性味・帰経・効能を整理したことによって、 

 献立作成への活用方法を理解することができ、薬膳を   

 身近なものと感じることができた。 

 

• 出回り量が非常に多い旬の食材には、薬膳的効能が 

 あることがわかった。地元産の旬の食材を使うことは、 

 食料自給率の向上が期待できる。 



• 旬の食材は、季節の効能の一致率が高いので、 

 家庭でも容易に薬膳をとりいれることができる。 
 

• 現代栄養学と薬膳学を整理し、旬の食材に着目した表を 

 作成したことによって、これまでの献立作成手法に薬膳的 

 効能をいれた献立が立てやすくなった。 
 

• 普段の食事に薬膳の観点を取り入れる＝旬のもの、 

 地元産、バランスのよい食事を実践することは、薬膳効果 

 でもって病気を予防し、同時に食料自給率を上げる一石二鳥 

 の効果が期待できる。 

 ⇒メニュー開発に「旬の食材」を大いに活用していきたい。 

 

 

 

 

 



ご清聴ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


