
高血圧の発症には遺伝素因と環境要因が関与しており，環境要因は主として社会の

文明化に伴う生活習慣の変化によるものである．減塩や運動などの生活習慣の修正（非

薬物療法）はそれ自体で降圧効果が認められるだけでなく，降圧薬の作用を増強させ

る効果がある．また，高血圧以外の心血管病，危険因子（糖尿病，高脂血症など）の

合併を予防するという目的からも，原則としてすべての高血圧患者に対して教育・指

導すべきである．

食事に関しては，減塩が有効である．現在，本邦では 10 g�日以上（平均 13 g�日）の
食塩を摂取しているが，最近の食塩摂取量の再上昇は主に加工食品が原因といわれる．

ほとんどの加工食品に食塩が添加され調味料として食塩が使用されている現代社会で

は，栄養学的に片寄らずに厳しい減塩（3 g�日以下）を実行するのは困難である．本邦
では欧米に比較し食塩摂取量が多いので，目標値は国際ガイドライン（6 g�日）よりや
や高めの 7 g�日が妥当である．高脂血症の合併を防ぐためにコレステロールや飽和脂
肪酸の摂取は控える．肥満者における減量，またアルコール量制限も行う．運動療法

（有酸素運動）は降圧効果があり，毎日 30分くらいで最大酸素摂取量 50％くらいの軽

い運動が勧められる．喫煙は虚血性疾患や脳卒中の強力な危険因子であるので，禁煙

を守らせる．これらの生活習慣の修正には患者の自覚が必要であり，そのためには患

者教育の充実が必須である．

近年，高血圧に脂質代謝異常，糖尿病など心血管病の危険因子が加わっている患者

が増えているので，生活習慣の修正は重要な高血圧治療法である．最小のコストでこ

れらの危険因子を同時に減らすことができる．生活習慣の修正のみでは血圧を正常化

できないことが多いが，降圧薬の用量を減らすことができる．生活習慣の修正には患

者の自覚が必要であり，そのためには医療従事者は降圧治療の強化による厳格な血圧

管理に加えて，生活習慣修正の患者教育の充実をはかり，危険因子全体を積極的に管

理することが肝要である．
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表１　生活習慣の修正項目

1）食塩制限 7g/ 日（このうち調味料などとして添加す
る食塩は 4g/ 日）以下．

2）適正体重の維持＊．
3）アルコール制限：エタノールで男性は20～30g/日
（日本酒約 1合）以下，女性は 10～ 20g/ 日以下．

4）コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える．
5）運動療法（有酸素運動） ＊ ＊．
6）禁煙．

＊　標準体重（22×［身長（m）］ 2）の＋ 20%を超えない．
＊＊心血管病のない高血圧患者が対象．（『高血圧治療ガイドラ
　 イン 2000』より引用）

はじめに

本態性高血圧の発症・維持には個人の遺伝

素因と環境因子が相互に関連している．環境

因子といわれているものは主に生活習慣によ

るもので，なかでも食事は大きな比率を占め

ている．生活習慣の修正は降圧効果が期待さ

れるのみでなく，降圧薬の作用を増強させる

効果も期待できる．また，高血圧以外の心血

管病危険因子（糖尿病や高脂血症）を予防す

るという目的からも重要である．日本高血圧

学会高血圧治療ガイドライン 2000年版1）の

生活習慣の修正項目を表 1に示す．

1．食塩制限

食塩過剰摂取が高血圧の原因となりうるこ

とは古くから疫学研究で知られていた．比較

的最近の疫学研究としては世界 32ヵ国 52

集団を調査した INTERSALT（International

Study on Salt and Blood Pressure）研究2）があ

るが，他のライフスタイルと独立して，食塩

摂取と高血圧の間に正の相関関係が指摘され

ている．集団同士を比較するとこのような差

が出るが，特定の集団内の解析では食塩と血

圧値との関係は必ずしも明らかでない場合も

ある．その理由として，個々の患者において

血圧の食塩感受性には個人差があることがあ

げられている．本態性高血圧患者における食

塩負荷の臨床試験から，血圧の食塩感受性に

は個人差がみられ，食塩感受性高血圧と食塩

非感受性高血圧に大別できる．臨床的には食

塩感受性をきたしやすい因子として，高齢・

女性・黒人・肥満者・高血圧家族歴陽性者・

腎疾患の既往のあるもの・糖尿病合併者・腎

機能低下のあるもの・血漿レニン活性低値の

ものなどがある．

現在，本邦では平均約 13 g�日の食塩を摂
取している．減塩運動により昭和 62年には

11.7 g�日まで低下した摂取量が平成 8年に

は 13.0 g�日まであがってきている（図 1）．こ
の再上昇は加工食品が原因といわれている．

ほとんどの加工食品に食塩が添加され，調味

料として食塩ないしは食塩を用いて加工した

ものが主体である現代の日本においては，栄

養学的に偏らずに厳しい減塩を施行すること

は不可能である．また，急激な厳しい減塩は

循環血液量の著明な減少・交感神経系やレニ

ン-アンジオテンシン系の亢進・血清脂質の

上昇・インスリン抵抗性の悪化などが懸念さ

れている．このため，一般には軽度の減塩が

推奨されている．これまでの研究でも，軽度

の減塩で有意の降圧をきたしたという報告は

多い．比較的最近の大規模臨床試験では高齢

者高血圧患者に対してこれまでの摂取量より

ナトリウムを 40 mmol�日（2.3 g�日）減らして
降圧を検討した TONE（Trial of Nonpharma-

cologic Intervention in the Elderly）試験3）があ

る．この研究では問題となるような副作用の

発現はなく有意の降圧を認めたので，欧米の

高血圧治療ガイドラインの減塩療法の根拠と

なっている．また，最近のメタアナリシス4）で

も軽度減塩の降圧効果が示されている．

食塩感受性高血圧は，非感受性高血圧に比

較して心血管合併症を引き起こしやすいと報

告されている．その機序としては糸球体高血

圧と血圧日内変動の異常（non-dipper型の日
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内変動）が指摘されている．これらの異常は

食塩制限で改善し，食塩感受性高血圧患者に

おける減塩療法の重要性が示唆されている．

加えて，減塩は左室肥大や蛋白尿を軽減し，

動脈伸展性を改善するという報告がある．ま

た，降圧薬の効果を増強してその必要量を減

らし，ナトリウム排泄の増大に伴うカリウム

喪失を抑制する．以上のことから軽度の減塩

はマスとしての高血圧患者に対して降圧・心

血管合併症予防に有効であると考えられ，本

邦では 7 g�日（調味料などで添加する食塩は
4 g�日）以下の減塩が推奨されている．ただし
実際には食塩感受性は個人個人で異なってい

るので，それにあわせた治療の個別化が今後

の課題である．食塩感受性遺伝子の特定とそ

れに基づく遺伝子診断の開発が期待される．

図 1 日本人の食塩摂取量（g�日）の年次推移
（厚生省生活習慣病対策室，平成 10年版国民栄養の現状）

図 2 肥満傾向児の頻度推移（文部省学校保健統計調査報告書）

60 第 118回日本医学会シンポジウム



2．適正体重の維持

肥満は標準体重に対して 20％以上の体重

増加を認めるものと定義される．標準体重は

標準体重（kg）＝22×［身長（m）］2

によって算出される．肥満が高血圧を生じる

ことは多くの疫学研究で報告されている．ま

た，体脂肪率増加も高血圧の原因となるとい

う報告もある．このような量的な問題だけで

なく，脂肪沈着の分布も血圧上昇に重要であ

り，内臓における脂肪沈着増加（内臓肥満）の

重要性が指摘されている．具体的には，腹部

CT画像検査において腹腔内臓脂肪面積

（V）と腹部皮下脂肪面積（S）を測定して V�
S比をとると，この比が 4.0以上の肥満者は

高血圧の頻度が高いという．減量の降圧効果

は確立されており，TONE試験3）では平均 4.5

kgの減量で有意の降圧をきたすことが報告

されている．本邦の報告でも，平均 4.1 kg

の減量で降圧をきたすことが報告されてい

る5）．

このような血圧との関連に加えて，肥満者

では高脂血症や糖尿病の頻度が高く，肥満は

心血管疾患，とくに虚血性心疾患の危険因子

であることも指摘されている．したがって，

肥満を伴う高血圧患者においては第一に減量

の実行を勧めるべきであり，非肥満高血圧患

者においては，適正な体重を維持することが

必須である．

3．脂肪制限

高脂血症は虚血性心疾患の主要な危険因子

の一つであるので，高血圧患者で高脂血症が

あるとリスクは倍増する．そのため，高血圧

患者では脂肪の摂取制限をして高脂血症の合

併を防ぐべきである．具体的にはコレステ

ロールや飽和脂肪酸を控える．油脂は植物性

脂肪（やし油・ココナッツ油を除く）を動物

性脂肪の 2倍はとるようにする．脂肪制限そ

れ自体は血圧を下げないとされてきたが，最

近の臨床研究で脂肪制限が降圧をきたす可能

性が推測されている．アメリカで最近行われ

た DASH（Dietary Approaches to Stop Hyper-

tension）試験では，低脂肪（飽和脂肪酸とコ

レステロールを制限）ならびに果実・野菜の

多い食事を中等症の高血圧患者に摂取させる

と 11.4�5.5 mmHgの有意の降圧を認めた6）．

この食事は純粋な低脂肪食ではなく，コント

ロール食に比べて糖質・蛋白質がやや多く，

カリウム・カルシウム・マグネシウムが多い

ので，これらの要因も関係している可能性が

ある．いずれにせよ，日本人の食事は欧米の

ように脂肪が多くないので，この結果がその

まま日本人に適応できない可能性がある．

日本とブラジル在住の日本人で食事性因子

と心血管危険因子との関連を検討した報告で

は，日本在住の日本人のほうが魚の摂取が多

く肉の摂取が少なくて n-3多価不飽和脂肪酸

の血中濃度が高く，高血圧や高脂血症の割合

が少なかった．しかし，近年本邦でも小児の

肥満や高脂血症の頻度が増加しており（図

2），脂肪制限がさらに重視されるようになっ

てくると思われる．

4．カリウム・カルシウム・マグネシウム

カリウムの降圧効果は古くから指摘されて

いる．とくに食塩による血圧上昇に対して降

圧効果が著明であり7），食品加工の過程にお

いて食塩が添加されカリウムが失われてゆく

ことが，文明化に伴う高血圧の頻度増加の一

因と推測されている．したがって，適正なカ

リウム摂取量の維持が望まれる．なお，腎機

能障害をきたしている患者では，カリウム貯

留傾向があり高カリウム血症をきたすことが

ありうるので，注意が必要である．このよう

高血圧の診断と治療 61



な患者では逆にカリウム制限が必要になるこ

ともある．

カルシウムの摂取量が多い（飲料水のカル

シウム濃度が高い）地域では高血圧の頻度が

低いことが多くの疫学研究で指摘されてい

る8）．また，カルシウム投与の降圧効果は食

塩過剰摂取に基づく高血圧や妊娠高血圧で指

摘されている．しかし，カルシウムの降圧効

果に関するメタアナリシスの結果では，その

降圧効果はわずかなものであり，カルシウム

摂取量を増やすべきであるという根拠は今の

ところない．

マグネシウムも降圧効果が報告されている

が，否定的な報告もあり，摂取量を増やすべ

きであるという根拠はない．しかし，DASH

試験6）では低脂肪食に加えてこれらの陽イオ

ンが多いので，単独では効果がなくても組み

合わせるとかなりの効果がある可能性もあ

り，今後の検討が必要である．

5．アルコールなどの嗜好品

飲酒が血圧を上昇させることはよく知られ

ている．アルコール単回投与は数時間持続す

る血管拡張により降圧をきたすが，大量飲酒

の継続は血圧上昇を招く．1980年の循環器疾

患基礎調査では男性で多量飲酒者ほど血圧が

高く，毎日飲酒するものは飲酒習慣のないも

のに比較して 10歳の加齢に相当する血圧上

昇を示していた9）．INTERSALT研究1）におい

ても飲酒はその他の要因とは独立して血圧と

の関連を認めた．とくに男性では飲酒は脳卒

中の危険因子であった．なお，虚血性心疾患

に関しては飲酒をしないものの方が毎日飲酒

をするものより頻度が高いという報告もあ

る．

飲酒者において節酒の実行は降圧をきた

す．節酒の降圧効果は開始後 1～2週間以内

に現れる．大量飲酒者は急にアルコール制限

を行うと一過性の血圧上昇をきたすが，アル

コール制限を継続すると数日後には血圧は下

がるという．エタノール換算で男性は 20～30

g�日（日本酒で 1合前後）以下，女性は 10

～20 g�日以下に制限すべきである．
一方，カフェインは摂取後に一過性の血圧

上昇をきたすが，すぐに耐性を生じて，長期

的に高血圧となることはない．

6．運 動

一般に身体活動度の大きいものは血圧が低

く，肥満が少なく，血清脂質レベルも正常で，

心血管病の危険因子が少ない10）．身体活動度

と虚血性心疾患との関連を調べたメタアナリ

シスでも，身体活動度の低いものは虚血性心

疾患のリスクが高いことが示されている11）．

これまで多くの研究で，身体活動度の高いも

のほど虚血性心疾患や脳血管疾患の罹患率や

死亡率が低いことが報告されている．これら

のことから，循環器疾患の患者に対して運動

療法は基本的には薦めるべきものであると考

えられる．ただし，運動時は循環系や関節・

筋肉などに直接負担がかかり，代謝疾患（糖

尿病・高脂血症など）や循環器疾患（高血圧・

虚血性心疾患など）を合併している場合には

合併症の悪化をきたすこともあるので，運動

前に慎重なメディカルチェックを行い，場合

によっては運動を制限したり禁止したりする

こともある．

運動はその目的や個人個人の特性（年齢・

性別・心血管病の危険因子など）によって異

なる．また，個々の対象に合った実践・継続

が可能な形での運動が望ましく，安全かつ効

果的に運動を行うために必要な知識の教育も

同時に行うべきである．具体的な処方として

米国スポーツ医学会の運動指針では，健常成

人の健康や体力の増強には中等度～強度の有

酸素運動を 20～50分�日，3～5日�週行うべ
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きであるとされていた．しかし，身体活動量

が少なく体力のない人には実行・継続が困難

であった．また，疾患リスクの減少に必要な

運動量は体力増進に必要な運動量より少なく

ても効果が期待できることがわかってきたの

で，指針自体も変化しつつある．すなわち，

生活習慣病の予防・治療のために中等度の強

度でも毎日の生活の中に運動を取り込むよう

な内容になってきている．また，これまでは

運動処方といえば心肺機能を高める有酸素運

動であったが，近年は筋力や筋持久力を高め

るレジスタンス運動，筋骨格系の柔軟性を高

めるストレッチ運動の併用による効果も認識

されるようになってきた．有酸素運動は

ウォーキング・ジョギング・水泳のような大

筋群を使う持続的・律動的な運動で，心血管

疾患・高血圧・糖尿病・肥満などの生活習慣

病で予防ないし治療効果があるという報告が

数多く出ている．運動時間は一般的には，運

動開始時には糖質：脂質＝6 : 4の割合で利

用され，20分でこれらはほぼ半々になり，そ

の後は徐々に脂質の占める割合が多くなるこ

とから，ある程度持続の長い（20分以上の）運

動が推奨されている12）．

運動が影響を与えうる器官としては循環器

系や整形外科的器官がある．循環器系では例

えば運動時の心筋虚血がありうるので，事前

の運動負荷試験による確認が重要である．一

般には，心筋虚血を生じる運動強度以下の運

動を行っていれば支障はないと考えられる

が，長時間の持続的運動を行う場合（検査は

短時間なので）必ずしも予測できないことも

あり，運動による脱水や自律神経機能の変化

も，予想外の発作を生じうる．したがって，

心筋虚血を有する症例では，心電図モニター

や自覚症状の確認などの十分な注意が必要で

ある．また，心筋虚血がなくとも心機能が低

下している場合には，運動時に心不全をきた

すことがある．不整脈発作にも注意が必要で

ある．膝や腰の障害などの整形外科的問題に

も配慮が必要である．

7．禁 煙

喫煙は癌などの非循環器疾患のみならず，

虚血性心疾患や脳卒中などの強力な危険因子

である13）．心筋梗塞の既往のある喫煙者で

は，禁煙が二次予防に有効であることが示唆

されている．また，50歳以上の男性では喫煙

が日常生活活動低下の要因として考えられ

る．以上のことから，生活習慣病や心血管病

を有する患者においては禁煙を行うべきであ

る．

なお，喫煙は急性効果として血圧上昇をき

たすが，長期連用で高血圧を生じることは示

されていない．むしろ，多くの疫学研究で喫

煙者の血圧値は禁煙者の値に比較して有意に

低いことが示されている．その理由は明確に

は証明されていないが，喫煙者に肥満が少な

いことが関係していると解釈されている．い

ずれにせよ，喫煙は心血管病の強力な危険因

子であるので，禁煙が高血圧などの生活習慣

病を有する患者において心血管合併症の発症

増悪を防ぐ，有効な治療法であることに変わ

りはない．

おわりに

心血管病の一般療法（生活習慣の修正）は

いわば生活習慣病の一般療法である．言い方

を変えれば，万人が健康な生活を営むために，

正しい生活習慣を実践することに他ならな

い．とくに，高血圧などの生活習慣病を有す

る患者では，それ自体で降圧効果が認められ

るだけでなく，高血圧以外の心血管病，危険

因子の合併を予防する意味からも重要であ

る．生活習慣の修正の実行には患者の自覚が

必要であり，そのためには患者教育の充実が

必須である．また，一般療法は家族や友人な
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ど周囲の人々の理解が必須であり，これなし

には達成は困難である．医療サイドにおいて

も多忙な外来で医師のみの力では患者の指

導・教育は無理であり，看護婦や栄養士など

のパラメディカルの協力が重要である．
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質 疑 応 答

座長（猿田） どうもありがとうございまし

た．日本のガイドラインでは，食塩摂取量を

1日 7 gと，日本の実情を考えて国際的な基

準より 1 g多くしたということ，それからカ

リウムの重要性，アルコール，肥満の問題，

運動の問題など，非薬物療法を非常にわかり

やすく，実際的な面からもお話しいただきま

したが，どなたかご質問がございますでしょ

うか．

小野善平（群馬県循環器病センター） カル

シウムと，アルコールについておうかがいし

たいと思います．先ほど家森先生からカルシ

ウムの降圧効果が報告されましたが，カルシ

ウムの降圧効果，あるいは降圧機序について，

必ずしも一定の見解がまだ出ていないかと思

うのです．私どもはどのように考えて，日常

生活の中に取り入れていけばよろしいので

しょうか．

それからアルコールについては，いわゆる

French paradoxを通して赤ワインの摂取に

ついて議論されたわけですが，チェコのよう

に，大部分の人がビールを飲んでいる国でも

やはり心・血管疾患が少ないということで，

アルコール自体が臓器保護に関係していると

いうことでよろしいのか，またその中で日本

酒の evidenceのようなものがありましたら

教えていただきたいと思います．

藤田 カルシウムに関してはいろいろな
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studyがありますが，確かに全体で見てみま

すと，カルシウムの摂取量が多い人の方が

心・血管病が少ないし，高血圧の発症率も少

ないというデータが多く，弱いながら逆相関

があります．これは軟水や硬水の関係もあっ

て，水にカルシウムが多く含まれる地域では

心・血管病が少ないということになっていま

す．ただ，ことカルシウム負荷による降圧効

果という点に関しては賛否両論で，positive

であったというデータと，negativeであった

というデータが相半ばしています．そういう

ことで，カルシウムに関してもガイドライン

に入れようかと迷ったのですが，いろいろな

文献を繙いてみますと確実性に乏しいので入

れなかったわけです．これからの研究課題に

なるのではないかと思っています．

カルシウムの降圧作用機序に関してのご質

問もあったかと思いますが，これに関しても

たくさんの研究があります．私も若かりし頃

そういった研究もやったのですが，細胞内の

カルシウムが上昇すれば血管収縮を生じま

す．経口のカルシウム摂取が，細胞内のカル

シウムを減らすように働き，これには消化管

ホルモンを介するというような成績もありま

す．カルシウム摂取が交感神経を抑制するこ

とにより，降圧を生じるというデータもあり

ます．まだ不明な点が多いと思います．

アルコールの問題ですが，French paradox

に関しては，ご承知のように赤ワインには抗

酸化的な作用があるのではないかといわれて

いますが，確かにそういう作用があることは

あるので，心筋梗塞の発症との関係で注目さ

れています．これは今後大規模臨床試験で証

明する必要があるのではないかと，私自身は

考えています．

座長 藤田先生，どうもありがとうござい

ました．
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