
予防の可否に関する減塩行動変容ステージ別の塩分
摂取量です。群内、群間に有意差はありませんでした。

考察です。減塩実現の問題点として、減塩の達成や継

続の難しさがあります。減塩の具体例がわからない、
外食や惣菜では塩分量が把握しにくいなどの理由で、
指導を厳格に行っても達成率が低いと言われています。
また継続の難しさも臨床研究では指摘されています。
解決策としては減塩の具体化、社会的支援を強化、
食品の規制の施策などが挙げられます。減塩レシピ
の紹介、普及は現実的ですが、企業を含む公共的支
援や法令整備は効果的であると報告されています。

まとめです。高血圧に関する信念モデルは減塩行動
変容ステージに影響を与えますが、実際の塩分摂取
制限に反映していません。減塩を実現するためには、
教育や啓発のみでは不十分で、社会的支援の強化や
食品の塩分規制を推進すべきと考えます。
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高血圧患者の塩分摂取量評価の試み　第3報

発　表　者 川妻　史明 長野県　佐久市国保浅科診療所／佐久市立国保浅間総合病院

【はじめに】高血圧患者における減塩の必要性につい
ては異論もあるようだが重要であることは間違いな
い。日本人の食塩摂取量は世界的にみても多く、高血
圧ガイドラインが示す1日6g の減塩は、自覚のない
ままに食塩摂取量が多いために高血圧になっている
方にとっては実行困難のようである。これは、周りに
高血圧の方が大勢いるので年をとったら血圧が上が
るのは当たり前と思っていたり、家族の血圧が高くて
も自分は大丈夫と思っていたり、またどれくらい自分
が食べているのかを自覚しておらず、少し減塩してい
る気になれば自分は減塩出来ていると思っていたり、
実際どこまで減塩すればよいのか分からない、減塩食

はまずいと思い込んでいることなどが主な要因と考
える。昔からの習慣と言う者も多いが、（特にバブル
期以前に）今ほど多くのおかずを食べたり加工食品や
輸入食材を食べていた者がいるはずも無いことは全
く自覚されていない。普通に食べていると思っても概
ねご飯が半分になりおかずが2倍になっている食糧自
給率40% の日本の現状では、もし食塩濃度が半分に
なったとしても食塩摂取量は同じになる。また、減塩
と言うだけで禁煙のように拒否反応を示す者も多い

（医療関係者も例外でなく、食塩中毒とも言える）。
しかし薬物療法に甘んじて生活習慣の修正を行わな
い場合には、本人のみならず、同じ物を食べている

研究のまとめ 

 高血圧に関する信念モデルは減塩行動変容 
ステージに影響を与えるが、実際の塩分摂取制限 
に反映しない。 

 減塩を実現するためには、教育や啓発のみでは 
不十分で、社会的支援の強化や食品の塩分規制を 
推進すべきと考える。 

社会的支援 （官民） を更に強化する 
・ 食塩量による食品表示（食品、外食産業） 

食品の規制の施策 

1) 

2) 

・ 減塩商品の開発 

減塩の具体化 

・ 減塩レシピの紹介、普及 

1) Wang G, Labarthe D. J Hypertens 2011; 29: 1693-1699. 
2) Report of a joint technical meeting held by WHO and the Food Standards Agency,  
  UK, World health Oganization, 2010. 

・ 具体的な品目に関する減塩目安の設定 

・ 高塩分食品の規制、食塩添加量基準の法令整備 

減塩実現の解決策 

1) Kawano Y, Omae T: CVD Prevention. 1998; 1: 336-346. 
2) Espeland MA, et al: TONE Collabolative Research Group. Arch Fam Med. 1999; 8: 228-236.  
3) Neaton JD, et al: JAMA. 1993; 270: 713-724. 
4) Hooper L, et al: BMJ. 2002; 325: 628-632. 

減塩が長続きしない. 

・ 外食、惣菜が多いので実際の摂取量を把握しづらい. 

・ 減塩の具体例がほしい. どんな味付けくらいか？ 

高血圧の信念モデルと実際塩分摂取量の乖離 

→ 減塩の達成や継続の難しさ 

減塩の達成が難しい. 1, 2 ) 

3, 4 ) 

・ 気をつけているが、ついつい・・・・・・. 

・ 指導されてすぐはできていても・・・・・・. 

・ 味付けが濃いほうが、やはりおいしい. 

減塩実現の問題点 
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同居家族（特に子どもや孫）の病気につながる（子
ども達は学校で家庭より薄味の給食を食べている）。
H22長野県民健康栄養調査によると成人の約9割が
食塩過剰で、また特に若年世代では野菜不足、歩行
数不足が問題とされており、中でも高血圧は20歳
以上の県民の約4割（日本人全体でも同様で、高血
圧は約4000万人と言われている）、正常高値を含め
ると男性では約6割を占め、40-74歳で7割、70歳
以上では8割を超えている。脳血管疾患の死亡率は
長野県のみならず日本中で高く、その予防の観点か
らも、高血圧の治療、特に減塩は大きな課題である
ことは自明である。
2009年の高血圧ガイドラインによると、高血圧患
者に対して、まず生活習慣の修正を行うとされてい
るが、これに取り組んでいる医師が少ないため、患
者も真剣に取り組んでいないのが現状ではなかろう
か（本来は高血圧患者のみならず全ての国民が減塩
すべきである）。高血圧ガイドラインの示す6g ／
日の目標に対し、国民健康栄養調査では10.5g、長
野県民健康栄養調査では11.5g の結果が出ており、
高血圧患者では減塩を意識していても1日6g を達
成したのはわずか2割との報告もある。
一般医療施設では随時尿で Na ／ Cr 比から食塩摂
取量を推定し、評価することが推奨されている。

これに従い、第一報では佐久市国保浅科診療所に通
院する高血圧患者254名に対して食塩摂取量を評価
し、（夏季になって）減少したことを報告した。
第二報では、夏季に一旦食塩排泄量が減少したもの
の冬季に元に戻ったことを報告した。その後食塩摂
取量が増えてしまった患者さんたちに食事の状況を
尋ねてみると、寒い時期は暖かいもの（煮物・麺

類・汁物）や保存食（漬物）などの塩分過剰に繋が
りやすい物を多く食べる傾向にあり、更に、ご飯が
少なくおかずが多いため余計に塩分摂取が増えてい
ること、そして、車がないと近くで物が買えないた
め加工食品が多いことなどが問題であると思われた。
本年は減塩に取り組むことから、食について考え、
高血圧のみならず、他の生活習慣病についても考え
るきっかけとした。
初回調査254名の平均年齢は75.7歳で、女性が63%、
BNP は89.1（N=122）であった。浮腫んだ足を引きず
りながら、中には息を切らしながら頑張って診療所に
通っていただいているご老人が結構おられる。食塩摂
取量の平均は9.8g で、評価方法は違うが、県民健康
栄養調査（平成19年・無作為抽出）の20歳以上男性
12.6g、女性10.7g や、厚生労働省の多目的コホート
スタディー（平成12年・旧南佐久郡8町村・50歳以上
70歳未満全数調査）の男性13.6g 女性13.7g と比べる
と、減塩に努力されている結果と考えられる。
一般的に女性では男性に比べて食塩摂取量が少なく、
また加齢に伴う食事摂取量の減少とともに食塩摂取
量は減少するとの報告もあるが、今回の調査ではそ
の傾向は認めなかった。やはり食塩摂取量の多い方
が高血圧になるのであろうと思われる。
減塩によって、体調がよくなったり、素材の味がわ
かるようになったり、（発作性）心房細動患者では
22例中5例で発作頻度の減少を自覚するなどの効果
があった。
月別に検討すると、7－10月では食塩摂取量が少な
い傾向であった。

食塩排泄量の変化と血圧の変化で検討してみると、
有意に相関していた（p ＜0.01スピアマンの順位相
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初回食塩排泄量と減塩の効果、季節変動 
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減塩して調子良い 
楽になった 

素材の味が 
良くわかる 

不整脈
出ない 

減塩目標6ｇ 

国民健康栄養調査 旧南佐久郡コホート調査 

長野県民健康栄養調査 

食塩摂取量 
平均9.8g/日 

佐久市国保浅科診療所 川妻史明 

高血圧患者の塩分摂取量評価の試み 第３報 
―随時尿での食塩摂取量評価を行って 
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関係数 =0.2356564）。食塩の減少した方は血圧が
低下し、食塩の増加した方は血圧が上昇する、当た
り前の結果かもしれないが、一般に言われている

（?）冬になると血管が収縮して血圧が上がるという
のは、食塩摂取量が増加して血圧が上がることの言
い訳になっている可能性があると考えている。

昨年、季節毎の食塩排泄量を評価したところ、夏か
ら秋にかけて食塩排泄量は減り、冬から春にかけて
増加することがわかった。これは、体重の増減とも
相関する。そして、冬期に多かった食塩排泄が夏季
に減少し再び冬期には元に戻っていたが、冬期の食
塩過剰の原因を漬物・煮物・麺類と考え指導したと
ころ、今回、冬期の食塩排泄量は有意に減少した。

【結果と考察】

減塩食はまずいと思われがちであるが、食塩摂取量
の減った患者さんからは素材の味がわかるように
なった、楽になった、不整脈が出なくなったなどの
声が聞かれた。
食塩は段階的・継続的に減らすことが重要と思われ
る（後述）。
• 昨年、寒い時期の食塩摂取量増加の主要因は煮
物・麺類・漬物と考え、更に主食であるごはんをあ
まり食べずにおかずを多めに食べ、食塩摂取が増え
ている可能性があると考え、秋から煮物、麺類、漬
物に注意し、そして魚介類・加工品にも注意して、
ご飯をしっかり食べるよう伝えたところ、冬季の食
塩排泄量は有意に減少した。やはり冬季は漬物・汁
物・煮物等塩分含量の多い物を多く食べるため血圧
が上昇すると思われる。更にヒトの舌が、（寒い時
期に多く食べる）温かい食べ物は冷たい物ほど塩味
を感じにくい上に、冬期は食べる度に何度も温めな
おして煮詰まった物を食べる傾向にあるため、「普
通」に食べると冬期の食塩摂取は過剰になると思
われる。そして夏季は暑いので熱い物を食べなくな
る上に食欲がなくなるので食塩摂取量が減り、その
上汗もかくので血圧も下がることになる。
血圧は有意差がなかったが血圧変動は少なくなった
印象。体重の変化については今後更に検討したい。
福岡大学名誉教授・日本高血圧協会理事長の荒川規
矩男先生によると、高血圧の主犯は「食塩」であり、

「人の体はわずかな食塩でも生き抜いていける仕組
みを備えている。それにも拘わらず現代人、特に日
本人は食塩を過剰に摂取しているので、高血圧を引
き起こしやすい」とのことである。つまり、塩を

結果と考察 
• 減塩≒不味いと思われがちであるが、素材の味がわかるよ
うになり、楽になったなどの効果があった。 

• 段階的に減らせば上手に減塩できます。 
• 冬季は血管が収縮するからから血圧が上がると言われてい
るが、食塩摂取が多くなるから血圧が上がると思われた。 

• 寒い時期の食塩摂取量増加の主な要因は煮物・麺類・漬物
と考え、更に主食であるごはんが少なくおかずを多めに食べ
、食塩摂取が増えている可能性があると思われた。 

• 昨年秋から煮物、麺類、漬物に注意し、ご飯をしっかり食べ
て加工食品に注意するよう伝えたところ、冬季の食塩排泄量
は有意に減少した。 

• 血圧は有意差がなかったが血圧変動は少なくなった印象。 
• 体重の変化については今後検討したい。 

体重の季節変化
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摂らなくてもよい体質なのに（食べていないと思っ
ていても）食べ過ぎている、食塩中毒のようなもの
で、「高血圧の唯一無二の原因療法は無塩食である」
とのことである。

2012年5月、世界で初めて！全国から塩と減塩に
関するすべてが集まる2日間！
子どもたちとこの国の未来のために、市民と医師が
本気で減塩について考える
SALT-CONSCIOUS をスローガンとした減塩サ
ミット in 呉（http://genen-summit.com/）に参加
した。
イギリスの Graham MacGregor 教授（イギリスで
2005年の食塩摂取量9.5g を2008年に8.6g まで
10% 減らした世界的な減塩指導者）によると、毎年
世界中で700万人が血圧の上昇（= 食塩過剰）によ
り死亡しており、たばこによる死亡（500万人）を
上回っているとのことである。

減塩を実行するにあたって、毎週食塩5% ずつの段
階的減塩は分からないうちに誰でもできるとの実験
もある。オーストラリアで、パンに含まれる食塩を
毎週5%、5週で25% 減らしても、違いに気づいた
人は同じものを食べている対照群と差がなかった。

また、唾液中の Na 濃度と食塩味覚閾値には関連が
あるとの実験もある。唾液中の Na は食塩摂取量に
影響されるので、食塩を多量に摂っている者は、塩
分を感じにくく、逆に徐々に減塩すれば薄くても舌
が敏感になって感じるようになる（美味しく食べら
れる）と考えられる。

2010年の高血圧学会で食塩4割カットの減塩弁当
と普通の弁当（中身は同じ）を食べ比べる試みでは、
正解率はわずか6割しかなかった。アンケートでは
塩分について「ちょうどよい」が69.1%、「美味し
い」以上が70.6%、また翌日、別の減塩弁当のアン
ケートでは、減塩について「気づかなかった」が
78.1% と高率だった。
人間の味覚は、「減塩食はまずい」という思い込み
に左右されているようで、減塩食でも工夫をすれば
分からないくらいに美味しく作れる。
この学会の減塩弁当は、患者さんの減塩のために、
まず医療者からということだと思う。
更に減塩するには・・・、この弁当を見ても、主菜
は鶏肉・さつま揚げ・高野豆腐の3つもあるので、
主菜を減らして野菜とご飯を増やせばバランスが良
く、そして更なる減塩につながり、日本人本来の食

唾液中のNa←食塩摂取量 

食
塩
味
覚
閾
値
（塩
分
の
感
じ
や
す
さ
） 

（食塩摂取量が多いと） 
唾液中のNa濃度が高い 
→しょっぱさを感じにくい 

減塩すれば薄くても舌が敏感
になって感じるようになる 
（美味しく食べられる） 

食塩摂取量 
と味覚閾値 

Fujimura A, et al. Am. J. Physiol. 259, R931-935(1990) 

毎週5％ずつ25%減塩しても気付かない 

Girgis S, et al, Eur J Cl Nutr 57:616-620, 2003 

毎週5％ずつ減塩 

同じもの 

違いを報告した人 

減塩サミット ｉｎ 呉2012 
Dr. Graham MacGregor 

世界中で700万人が血圧の上昇（=食塩過剰）で死んでいる 

高血圧の主犯は食塩である！ 

福岡大学名誉教授 
日本高血圧協会理事長 
荒川 規矩男 

塩を摂らなくてもよい 
体質 

食べていないと思っても   
食べ過ぎている：食塩中毒 

高血圧の唯一無二の 
原因療法は無塩食である 

｜914｜



事にも近づくであろう。

和食つまり本来日本人が伝統的に食べていた普段
（ケの日）の質素な食事が健康（そして環境）に良い
（日本人の体質に合っている）はずだが、高度成長
とともに（みのも○た症候群に代表されるように、
食品業界やマスコミの過剰な宣伝の影響が大きい）
外食産業の売上や食物の輸入が増加し、たんぱく質
神話を過信して主菜である（本来ハレの日の食べ物
であった）たんぱく質食品を毎日過剰に食べるよう
になって、地産できる野菜や主食である米を少量し
か食べないで、気づかないうちに食料自給率が半分
以下の40% と健康な和食を食べているとは言えな
い程に低下し（おかずが増えてご飯が減った）、農
業が衰退し、健康を求めるはずが肥満やメタボを助
長し、国民医療費も後を追うように増加した。普段

（ケの日）は自給（つまり地産）できる米と野菜を中
心に、質素に食べるべきではなかろうか。

1日1食・菜食主義で20歳若返った南雲吉則先生に
よると、飢えと寒さが長寿遺伝子（サーチュイン）
を活性化し成長ホルモン（若返りホルモン）を分泌
させるとのことである。激しいスポーツではなく適
度な運動、「一日一食」、体臭は菜食主義で抑えら

れる、冷え症は水シャワーでなおす、とのことであ
る。

牛乳・肉・輸入小麦・油・砂糖の摂取が増え（塩は
元々多い）、工場製品（化学物質・精製食品）の増え
た分、ご飯と野菜が減って日本人の食が乱れてきた。
その結果アレルギーや生活習慣病が増えている。
全くと言ってよいほど自覚されていないが「普通」
のつもりで食べ過ぎになっていて、食品業界の売り
上げに貢献していることになる。
南雲先生の食事例が紹介されていたが、このような
本来の和食と言うべき一見質素に見える食事でさえ
ご馳走だった世代が今の平均寿命を支えている世代
である。長野県の長寿も昔の食べられない上に寒
かったことが結果的に良かったのではないかと考え
るところである。現在の食塩過剰・野菜不足・食べ
過ぎ・過剰な暖房（何と、寒い冬の20℃の暖房は、
8月下旬の夜の外気温とほぼ同じです！）の生活は
後述の健康信州ピンチに繋がる可能性があると思わ
れる。
減塩サミットの弁当も今風でおかずが多く、野菜と
ご飯を増やせばさらに健康的に減塩できると思われ
る。
また、今回検討した高血圧で診療所受診中の方の約
半数が慢性腎臓病の3期つまりたんぱく質制限食が
必要で、これは、昔の和食と同様の食事かもしれな
い。

南雲良則先生：1日1食・菜食主義 

主治医が見つかる診療所 血管若返り TV東京5月7日より 

食品業界の儲け（農業の衰退と自給率の低下）→食べ過ぎ→医療費の増大 
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高度成長とともに食料自給率が低下し 
農業が衰退し生活習慣病が増えた 

（   ） 

健康な和食 おかずが多い 
簡単・快適・便利 
飽食・食べ過ぎ 

米・野菜中心 
質素・倹約 

胃にもやさしい 

「減塩＝まずい」を払拭した減塩弁当、70％が「美味しい」 
高血圧学会 減塩弁当と普通弁当の比較 

食塩1ｇ 食塩1.7ｇ 
どっちが減塩でしょうか？→正解率はわずか6割。 
減塩食は不味いか？→ 分からないくらいに美味しく作れます。 
患者さんの減塩のために、まず医療者から！ 
もっと減塩するには・・・主菜を減らしてご飯と野菜を増やしましょう。  
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（いつでも何でも食べられるようになり・車の普及
で動かなくなり・そして冬の過剰な暖房で基礎代謝
が低下し）中年世代の高血糖・肥満の増加とともに、
健康信州ピンチとの指摘もあり、また大人の生活習
慣病は食事療法で根治しない限りそのまま同じもの
を食べる子どもの生活習慣病につながるので、肥満
児や小児生活習慣病の子どもも増加していて、小学
生の高脂血症は2割を超えるほどになっている（現
在、日本人の特に女性や子どものコレステロール摂
取量はアメリカ人より多い！）。子どもたちのみな
らず親や祖父母の世代へのアプローチが必要であろ
う。

人々の経済活動は地球の容量をすでに20% から
30% もオーバーしていると言われており、日本人
の生活をするために日本は6個必要で、日本人と同
じ生活を世界中の人がするためには地球が2.4個必
要とも言われている。昨年の震災以降の原発問題

（節電）は、このような無駄な生活を振り返る機会
にしないといけないと思う。皆さんはそれまでと同
じような簡単・快適・便利な生活に流されていませ
んか ?
ちなみに、自給率40% の日本では、簡単・快適・

便利・過度に清潔な生活を支えつつ、世界中のあら
ゆる食べ物を1年中流通させるために約3割の食べ
物が捨てられているとも言われている。
昨年長野県国保連合会主催で診療所研究会を開催さ
せていただき、薬を使わない小児科医の真弓定夫先
生にご講演頂いたが、戦後医療は進歩したはずなの
に、病気はどんどん増えて、国民医療費（36兆 +
介護8兆）と税収（42兆）がほぼ同じになっている
という問題提起があった。
伝統的な（昔風の）日本人本来の生活を取り戻し

（身土不二：その人の体質にあった食べ物はその土
地で採れる物で、三里四方の物を食せば病なし）、
ヒトとしての体質に合った食や生活を考え、薬で病
気を治すのではなく病気にならない生き方を考える
必要があると思われる。

ご意見・ご感想等お待ちしております。
佐久市立国保浅間総合病院・佐久市国保浅科診療所
　川妻　史明
　k-fumiaki@city.saku.nagano.jp

真弓定夫先生 
薬を使わない小児科医 

• 戦後医療は進歩したはずなのに、 
病気はどんどん増えている。 
• 日本人本来の昔風の生活を取り戻し、 
ヒトとしての食を考え、薬で病気を治すの 
ではなく、病気にならない生き方を考える。 

帯津・幕内なぜ「粗食」が体にいいのか改 

南雲先生：1日1食・菜食主義 

減塩サミット弁当おかずが多い 

（   ） 

慢性腎臓病・たんぱく制限食 
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