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総説（循環器病予防総説シリーズ 8 ：要因編 3 ）

栄養・食生活と循環器疾患・危険因子「食塩」
土 橋 卓 也＊1

量と血圧との関係を調査した PURE study を含む 4

Ⅰ．は じ め に

試験の pooled analysis では、高血圧者、非高血圧

高血圧の有病者は全国に4,300万人いると推定さ
れ、平成26年の患者調査によれば受診患者数は

者いずれにおいても食塩摂取量と血圧との間に有意
2）
な正相関を認めている（図 2 ）
。

1,011万人と報告されている。超高齢社会を迎えた

食塩摂取量の変化に伴う血圧の反応、いわゆる食

わが国において高齢者の高血圧や心不全は日常診療

塩感受性は個人差が大きいことが知られている3）。

で高頻度に遭遇する疾患であり、今後さらに増加す

遺伝的要因も大きく、日本人やアフリカ系米国人な

ることが予想されることから、高血圧の予防や適切

どは感受性が高い民族であることが知られている

な管理は医療経済的観点からも重要である。肥満の

が、臨床的には、高齢者、腎機能障害者、メタボ

是正、飲酒制限や運動など指導すべき生活習慣は多

リックシンドローム患者、糖尿病患者などで食塩感

いが、依然として食塩摂取量が多いわが国におい

受性が高いことが報告されている。しかし、個々の

て、減塩の推進は循環器病予防、健康寿命延伸のた

患者の病態から食塩感受性の有無を推定することは

めに国民全体で取り組むべき重要課題と言える。本

困難であること、食塩感受性は連続性であることよ

稿では、循環器病の危険因子としての食塩の重要性

り、食塩摂取量の評価と食塩制限の指導はすべての

について考察するとともに、わが国における食塩摂

高血圧患者に実施すべきと言える。
腎での Na 代謝は糸球体濾過を介した排泄とレニ

取量の現状と課題について概説する。

ン・アンジオテンシン・アルドステロン系や交感神

Ⅱ．食塩と高血圧

経系、インスリンなどの影響を受ける尿細管での再

食塩の過剰摂取が高血圧と関連することは、多く

吸収により規定される。食塩過剰摂取に伴う血圧上

の疫学的研究や臨床研究、実験的研究で明らかにさ

昇の機序として排泄低下や再吸収亢進による Na 貯

れてきた。世界52地域の調査から食塩摂取量と血圧

留が循環血液量の増加を介して心拍出量を増加させ

の関連を調査した International Study on Salt and

る、あるいは血管抵抗を上昇させることにより、血

Blood Pressure（INTERSALT）研究では、尿中ナ

圧を上昇させるという仮説が考えられている。代表

トリウム（Na）排泄量で評価した食塩摂取量と血圧

的 な 仮 説 と し て Guyton ら の autoregulation 仮 説

値との間に正相関を認め、特に南米 Yanomamo 族

や4）、Na による中枢性交感神経亢進作用などが報告

など食塩摂取量がきわめて少ない集団では血圧も低

されている5）。

1）
値であった（図 1 a）
。さらに、食塩摂取量は加齢

食塩と高血圧に正の相関があることは食塩制限

に伴う血圧上昇とも正相関を認めた（図 1 b） 。ま

に伴う降圧を検討した介入研究からも明らかであ

た単回のスポット尿による推定値を用いて食塩摂取

る。Dietary Approaches to Stop Hypertension

1）

＊1

製鉄記念八幡病院

（〒808‑8508 北九州市八幡東区春の町1‑1‑1）
受付日

2017年12月21日・受理日 2018年 2 月 1 日

（DASH）
-Sodium 研究では、野菜、果物、低脂肪乳
製品を多く摂取し、飽和脂肪、コレステロールの摂
取を控える、いわゆる DASH 食に加えて減塩を行
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世界52地域における食塩摂取量（尿中ナトリウム排泄量）と収縮期血圧（a）、加齢に伴う収縮期血圧の変化
（b）との関係（INTERSALT 研究）（文献 1 より改変引用）

世界49か国、約13万人の調査における食塩摂取量（尿中ナトリウム排泄量推定値）と収縮期血圧（左）、拡張期
血圧（右）との関係（文献 2 より改変引用）
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高血圧を対象とした減塩と降圧に関する介入研究のメタアナリシス（文献 8 より改変引用）
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うことがさらなる降圧に有効であるかを検討してい

に伴って、6.873.61 mmHg の降圧が得られること

る 。その結果、高食塩群（Na 摂取量 3.3 g／日、

8）
が示されている（図 3 ）
。

6）

食塩相当量 8.4 g／日）に比し、中間群（Na 摂取

以上に述べたように、食塩の過剰摂取が血圧上昇

量 2.5 g／日、食塩相当量 6.4 g／日）、低食塩群

をもたらすこと、および食塩制限が降圧をもたらす

（Na 摂取量 1.5 g／日、食塩相当量 3.8 g／日）で

ことには多くのエビデンスがあり、人種差や個人差

は有意な降圧を認めている。同様に高齢者（60‑80

による程度の違いはあるものの食塩と高血圧の関係

歳）で 1 種類の降圧薬服用者を対象とした Trial of

は明白と言える。

Nonpharmacologic Interventions in the Elderly
（TONE）研究では、減塩目標を尿中 Na 排泄量で
80 mmol／日未満（食塩相当量として約 4.6 g／日）

Ⅲ．食塩と循環器病、予後
前述のように食塩摂取量と血圧値が正の相関関係

とした時の降圧効果および高血圧の持続、降圧薬の

にあることは多くの研究で報告されているが、食塩

継続使用、中止した降圧薬の再開、心血管イベント

摂取量と循環器病や予後との関係については、必ず

で定義されるエンドポイントへの影響を検討した 。

しも一定した見解が得られていない。その要因の一

その結果、減塩群では対照群に比し、30か月後に約

つは両者の関係を検討した長期的介入試験がないこ

40 mmmol／日（食塩相当量として約 2.3 g／日）

とによる。これまで実施された介入試験の期間はせ

の Na 排泄量の低下を認めるとともにエンドポイン

いぜい数か月程度であり、長期にわたって、血圧な

トの有意な抑制を認めた。また降圧薬中止直前まで

ど他の交絡要因を調整しながら食塩制限群と対照群

で評価した降圧効果は−3.4−1.9 mmHg であっ

に分けて RCT を実施するのはきわめて困難である。

た。減塩群での到達尿中食塩排泄量は 6 g／日程度

したがって、観察研究やそのメタアナリシスなどに

であったことから、6 g／日を目指した減塩は高齢

より両者の関係が議論されている。

7）

者でも有効かつ安全であることが示された研究と言

前述のように PURE study を含む 4 試験の pooled

える。Prehypertension を含む高血圧の集団での 8

analysis では、49か国、高血圧者約 6 万 4 千人を含

介入研究のメタアナリシスでは、低食塩（＜5.3 g

む約13万人の調査において、食塩摂取量と血圧との

／日）から高食塩（>14.5 g／日）までの 4 群で血

関係には正相関を認めたものの、心血管イベント、

圧は用量依存的変化を示し、減塩量4.5‑8.2 g／日

全死亡との間には J カーブ現象を認め、Na 摂取量

8ULQDU\6RGLXPH[FUHWLRQ PJGD\

図4

高血圧患者約 6 万 4 千人における単回のスポット尿で推定した食塩摂取量（尿中 Na 排
泄量）と複合一次エンドポイント（全死亡、心筋梗塞、脳卒中、心不全）との関係（文
ᅗϰ䠊㧗⾑ᅽᝈ⪅⣙ϲϰ༓ே䛻䛚䛡䜛༢ᅇ䛾䝇䝫䝑䝖ᒀ䛷᥎ᐃ䛧䛯㣗ሷᦤྲྀ㔞
献 2 より改変引用）
䠄ᒀ୰EĂἥ㔞䠅䛸」ྜ୍ḟ䜶䞁䝗䝫䜲䞁䝖䠄Ṛஸ䚸ᚰ➽᱾ሰ䚸⬻༞୰䚸ᚰ䠅

䛸䛾㛵ಀ䠄ᩥ⊩Ϯ䜘䜚ᘬ⏝䠅

19

日循予防誌

第53巻

第1号

2018年 3 月

3 g／日（食塩相当量約 7.6 g／日）未満の群では

Mente らの報告では Kawasaki の式を用いて推定値

Na 摂取量 4‑5 g／日（食塩相当量 10.2‑12.7 g／

を求めているが、この式では24時間蓄尿を用いた実

日）に比し、複合一次エンドポイント（全死亡、心

測値に比し、食塩摂取量低値者で過大評価する傾向

筋梗塞、脳卒中、心不全）の有意な増加を認めてい

があることが報告されている。図 4 に示すようにリ

る（図 4 ） 。しかし、この Mente らの報告にはい

スクが最も低くなる「J 点」は Na 5,000 mg／日前

くつかの問題点が指摘されている 。まず食塩摂取

後（食塩摂取量 12‑13 g／日）にあり、これまでの

量の評価法としてスポット尿による推定式を用いて

観察研究で得られた食塩摂取量と心血管イベントと

いることが挙げられる。スポット尿を用いた 1 日

の関係を検討した成績と乖離している。次に中央値

尿中食塩排泄量の推定法として、INTERSALT 試

4.2年の観察期間中の心血管イベント、予後との関

験に参加した日本人591名を対象として採尿条件を

係を開始時に実施した単回の食塩排泄量推定値をも

指定しない随時尿から推定する Tanaka の式（図 5

とに評価していることも問題点として指摘されてい

左）と健常日本人159名を対象として起床後第 2 尿

る。言うまでもなく、日々の食塩摂取量は変動して

から推定する Kawasaki の式（図 5 右）がある

おり、単回での評価が日常の食生活を反映している

2）

9）

。

10,11）
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U 
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スポット尿（随時尿、左、起床後第 2 尿、右）を用いた食塩排泄量の推定（文献10.11より改変引用）
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高血圧外来患者193名を対象として24時間蓄尿で評価した尿中食塩排
泄量の初回値と10回測定平均値との関係（文献12より改変引用）
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Prehypertension を対象として複数回の24時間蓄尿で評価した食塩摂取量と全死亡との関係（文献
13より改変引用）
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とは限らない。われわれが、平均7.6年の観察期間

に伴って血圧の有意な低下（平均 3.01.4 mmHg）

に24時間蓄尿による食塩排泄量を10回評価した高血

と脳卒中、虚血性心疾患による死亡の有意な減少

圧患者を対象として初回の測定値と10回の平均値の

（各々42％、40％）を認めたことが報告されている

関係を検討した成績を図 6 に示す 。その結果、初

14）
（図 8 ）
。

12）

回の測定値に基づいた 3 分位と10回の平均値に基づ

以上のように食塩の過剰摂取が循環器病や予後の

く 3 分位が一致した対象者は56.2％であった。した

リスク要因となることには十分なエビデンスがあ

がって、長期の観察期間を設ける観察研究では、食

り、日本高血圧学会による高血圧治療ガイドライン

塩摂取量の評価を複数回実施することが重要と言え

2014年版（JSH2014）では高血圧患者における減塩

る。図 7 に示すように prehypertension を対象とし

の目標量を 6 g／日未満としている15）。同様に2017

て1.5− 4 年の介入試験期間中に 3 − 7 回実施した

年に発表された心臓病学会／米国心臓協会（ACC

24時間蓄尿を用いて評価した食塩排泄量と23−26年

AHA）など関連学会によるガイドラインでは、目

に及ぶ追跡期間中の全死亡との間を調査した報告で

標量を Na 1,500 mg／日（食塩相当量 3.8 g／日）

は、両者の間に直線関係を認めている13）。さらに単

と提示し、目標を達成できなくても 1 日の Na 摂取

回の評価に基づく観察研究では、因果関係に言及する

量を最低 1,000 mg（食塩相当量 2.5 g）減少させ

ことができず、何らかの病的状態にあった対象者で

ることにより降圧が得られるとしている16）。また、

食塩摂取量が少なく予後も悪かったという、いわゆる

欧州高血圧学会／心臓病学会（ESHESC）のガイ

「因果の逆転（Reverse causality）
」の可能性も否

ドラインでも目標量を食塩 5‑6 g／日と提唱してお

定できない。国民レベルでの減塩に取り組んでいる

り17）、WHO の一般向けガイドラインでも、食塩 5

英国では、2003年から2011年にかけて24時間蓄尿で

g／日未満が強く推奨されている18）。

評価した食塩排泄量が平均 1.4 g／日減少し、それ
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図9

国民健康・栄養調査による食塩摂取量の年次推移
（文献19より改変引用）

2‑3 g 減少させる戦略の構築が必要である。健康日
本21（第二次）では、脳卒中、虚血性心疾患を各々
男性で15％程度、女性で10％程度減少させること
図8

英国における2003年から2011年にかけての食塩摂
取量の推移（下段）と虚血性心疾患、脳卒中によ
る死亡（上段）、血圧（中段）との関係（文献14よ
り改変引用）

Ⅳ．わが国における食塩摂取量の現状と課題

を目標として掲げており、そのために収縮期血圧
で 4 mmHg の低下を提唱している。そのうち 2.3
mmHg 分について減塩を中心とした栄養・食生活の
改善で達成することを目標としているが、メタアナ
リシスや無作為化試験からの推定で、減塩 1 g あた
りの降圧度は 1 mmHg 程度であることから、厚労

日本人の食塩摂取量は徐々に低下傾向にあり、平

省が提唱する減塩目標量が達成できれば、目標に近

成28年の国民健康・栄養調査では、男性 10.8 g／

い降圧が得られることが期待される。一方、高血圧

19）
日、女性 9.2 g／日と報告されているが（図 9 ）
、

患者における食塩摂取量も依然として多い。国立病

厚生労働省による「日本人の食事摂取基準（2015

院機構九州医療センターにおいて高血圧患者1,671

年版）」では食塩摂取量の目標量を男性 8 g／日未

名が平均3.7回の24時間蓄尿を行って評価した、の

満、女性 7 g／日未満としており、国民レベルで

べ6,137回の食塩排泄量の平均は男性 10.0 g／日、
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女性 8.2 g／日であり、6 g／日未満の達成者は男性

་ᖌ

20）
で13.2％、女性で25.7％に過ぎなかった（図10）
。

高血圧患者における減塩の意識は高いが、われわれ
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が実施したアンケート調査において減塩を意識して
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いると答えた高血圧患者の24時間蓄尿による食塩排
泄量の実測値は意識していないと答えた者と約 1 g／
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日しか差異を認めなかった21）。このことは、減塩の
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実践の有無が主観的意識や問診による調査では評価
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図11 チーム医療による療養指導（著者作成）

できないことを意味しており、実際の摂取量を評価
することが減塩指導に不可欠と言える。食塩摂取量
の評価は、食事記録法や24時間思い出し法など食事

り、加工食品や惣菜、外食メニューを選択する場面

調査と24時間蓄尿や前述のスポット尿や起床後第 2

を想定した減塩手法を提案することも重要と考えら

尿を用いた推定食塩排泄量の併用が望ましい。われ

れる。日本高血圧学会減塩委員会では、書類審査と

われは、13項目の質問を 0 点から 3 点で評価する

官能試験を実施して基準を満たした「美味しい減塩

「あなたの塩分チェックシート」を開発し、その妥

食品」をホームページで紹介する活動を行ってお

当性と有用性を報告しているが

、塩分チェック

り、すでに約180食品を掲載している（http:www.

シートの得点と尿中食塩排泄量の両指標を用いるこ

jpnsh.jpgeneral̲salt.html）
。このような食品を有効

とにより、
「食塩摂取量の実測値または推定値」を

に利用することが、簡便かつ QOL 低下を来さない

提示した上で「どの食品群の摂取あるいは食行動が

減塩手法の一つとなることが期待される。

22,23）

食塩の過剰摂取に関連しているか」を具体的に示す

日本高血圧学会と日本循環器病予防学会は、高血

ことが可能となり、対象者毎に実践可能な減塩手法

圧など循環器病の予防を多職種のチームで取り組む

を提案できる。

ことを目的として高血圧・循環器病予防療養指導士

減塩に限らず、生活習慣修正の指導を行う場合

制度を創設した。図11に示すように管理栄養士や薬

は、生活環境、家族環境などライフスタイルに合わ

剤師、看護師などの専門職で構成される高血圧・循

せ、実践可能な指導を行うことが重要である。生活

環器病予防療養指導士が病院での役割にとどまら

環境によっては、料理法や調味料の使用法など自宅

ず、施設や在宅を含む地域包括ケアシステムの中で

での調理に重点を置いた指導は有効でない場合があ

食事指導、服薬指導、血圧測定指導などを通じて循
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図12

わが国の非感染性疾患および外因による死亡数への各種リスク因子の寄与（文献24より改変引用）
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tensive individuals: A meta-analysis. Adv Nutr

ことを期待している。
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