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血圧とは

血液が流れるときに血管の壁にかかる圧力

血圧には2種類あります

全身へ血液を送るため
心臓は収縮し血圧を押し出した時に
かかる強い圧のこと

収縮期血圧
（最高血圧）

拡張期血圧
（最低血圧）

心臓へ血液が戻ってくるため
心臓が血液で広がった時に
かかる圧力のこと



高血圧の基準値 引用：一般向け「高血圧治療ガイドライン2019」
解説冊子「高血圧の話」

一般的に『高血圧』と呼ばれるラインは『Ⅰ度高血圧』からです

診察室血圧 家庭血圧

分類 収縮期血圧 拡張期血圧 収縮期血圧 拡張期血圧

正常血圧 ＜120 かつ ＜80 ＜115 かつ <75

正常高血圧 120-129 かつ ＜80 115-124 かつ <75

高値血圧 130-139 かつ/また 80-89 125-134 かつ/また 75-84

Ⅰ度高血圧 140-159 かつ/また 90-99 135-144 かつ/また 85-89

Ⅱ度高血圧 160-179 かつ/また 100-109 145-159 かつ/また 90-99

Ⅲ度高血圧 ≧180 かつ/また ≧110 ≧160 かつ/また ≧100

収縮期高血圧 ≧140 かつ ＜90 ≧135 かつ <85

※成人血圧、単位はmmHg



診察室血圧と家庭血圧

家庭血圧

自宅で計測した血圧のこと
高血圧の判定では、

診察室血圧よりも家庭血圧を優先するとしている。

診察室血圧（外来血圧）

病院で計測した血圧のこと
通常、病院に行くと緊張して血圧が上がることが多い。

引用：一般向け「高血圧治療ガイドライン
2019」解説冊子「高血圧の話」

朝
起床後1時間以内

（排尿後、朝食前・服薬前） 夜 就寝前

【血圧の測り方】 朝と夜で1日に2回測定し、その平均が血圧値となる

※測定の前：たばこを吸わない、飲酒しない、カフェインを摂らない



高血圧と低血圧 特徴

◎身体症状

・めまい・立ちくらみ・頭痛
・倦怠感・動悸・頻脈・失神

◎精神症状

・目覚めがよくない・起きられない
・不安感・不眠・食欲不振

全身に十分な血液が流れなく、
細胞や臓器は正常に機能しなくなる

若い女性に多いのが特徴

◎自覚症状がないことが多い。

症状がないうちに発症し進行しており、
「サイレント・キラー」と呼ばれている

ただし肩凝りや頭重感、めまい、動悸、
息切れなどの症状が出る場合もある。

◎放置していると動脈硬化が起こり、
合併症が発症してしまう。
（次のスライド参照）

高血圧 低血圧



高血圧の合併症

高血圧

動脈硬化

脳血管疾患
（脳出血・脳梗塞・くも膜下出血）

虚血性心疾患
（心筋梗塞・狭心症・心肥大）

血管疾患
（動脈瘤・眼底出血）

腎臓疾患
（腎不全・腎硬化症）

①高血圧が続くと、血管は厚く硬くなる

②血管内部は狭くなり、血圧がさらに上昇し、
動脈硬化が進行する。

③動脈硬化は、血液を流れにくくし、
細胞に充分な酸素や栄養分が送れなくなり、
合併症を引き起こす



高血圧にかかりやすい人 引用：一般向け「高血圧治療ガイドライ
ン2019」解説冊子「高血圧の話」

高血圧には「本態性高血圧」と「二次性高血圧」に分けられる

本態性高血圧 二次性高血圧

✓遺伝や食塩の過剰摂取、喫煙
過度の飲酒、運動不足、ストレス
肥満などさまざまな要因が
組み合わさって起こる

✓腎臓や内分泌、心臓、血管の
病気や薬の副作用が原因となる

✓原因が明らか✓原因が特定できない

✓本態性高血圧と比べると、
若い人に多くみられる

✓日本人の高血圧の約8～9割が
本態性高血圧

✓親が高血圧の場合に起こりやすい



高血圧の改善ポイント

日本の食塩摂取量は、平成30年の調査で10.1 g

①減塩しましょう

高血圧を改善するためには、「生活習慣の改善」が大切

厚生労働省が推奨している
食塩摂取量の目標値は、

男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満

【平成 30 年国民健康・栄養調査結果】

日本高血圧学会による
高血圧患者の減塩目標は
男女とも6g/日未満

引用：日本人の食事摂取基準（2020年版）

引用：一般向け「高血圧治療ガイドライン2019」
解説冊子「高血圧の話」



高血圧の改善ポイント

食品名 塩分量(g)

カップめん 5.5g

インスタントラーメン 5.4g

きゅうりの漬物 1.2g

高菜漬け 1.2g

梅干し 1.8g

アジの干物 1.0g

さつま揚げ 0.7g

パン（6枚切1枚半） 1.2g

【ふだんよく食べる食品からの食塩摂取量を減らしましょう】

麺類のスープを
半分残せば、塩分は約2g減

ごはんは塩分0g
⇒ご飯を選択しましょう資料：国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所平成24年国民健康・栄養調査の

データを基に解析した結果。対象は20歳以上男女26,726名。摂食者数が300名未満の
食品、調味料・香辛料類は除く。「１日当たりの食塩摂取量」は、当該食品からの
食塩摂取量の平均値
参考：消費者庁「栄養成分表示を使って、あなたも食塩摂取量を減らせる」

減塩された食品を選びましょう
例）「50％減塩」と表⽰されている
食品を選べば、食塩摂取量を半減可能



高血圧の改善ポイント

調味料 大さじ１杯 小さじ１杯

薄口醤油 2.9ｇ 1.0ｇ

濃口醤油 2.6ｇ 0.9ｇ

米みそ 2.2ｇ 0.7ｇ

麦みそ 1.9ｇ 0.6ｇ

ソース 1.5ｇ 0.5ｇ

マヨネーズ 0.3ｇ 0.1ｇ

顆粒だし 3.9ｇ 1.3ｇ

めんつゆ 0.5ｇ 0.2ｇ

【調味料からの食塩摂取量を減らしましょう】

参考：消費者庁「栄養成分表示を使って、あなたも食塩摂取量を減らせる」

食塩量が
少ない調味料を選びましょう
例）「○％減塩」、「塩分控えめ」を選択

味付けを塩分に頼らない
例）素材の旨味を活かす、だしを活かす等

食べ方を見直しましょう
例）調味料を｢かける｣よりも｢つける｣など



高血圧の改善ポイント

②カリウムを十分に摂取

カリウムは血圧を下げる働きがあります

逆に摂取が少ないと、血圧を上げるように働いてしまうので注意が必要

参考：国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス

腎臓の悪い人では
カリウムは制限するため
気を付けてください



高血圧の改善ポイント

③肥満を治しましょう

肥満者はそうでない人に比べて、高血圧が２～３倍多いことがわかっています。
適正体重を目標にし、減量が必要です。以下の数値を目指しましょう。
【BMI】体重kg/(身長ｍ)×(身長ｍ)＝ 25未満
【標準体重】＝２２×(身長ｍ)×(身長ｍ)

参考：国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス

④適度な運動をしましょう

運動強度

「ややきつい」と
感じる程度

（心拍数:100-120拍/分）

運動の種類
・ウォーキング（速歩）
・軽いジョギング
・水中運動
・自転車
・その他の有酸素運動

引用：高血圧症を改善するための運動 | e-ヘルスネット（厚生労働省）

運動頻度・時間
・定期的に（できれば
毎日）30分以上の運動

・10分以上の運動を
合計して1日30分以上
としてもよい



高血圧の改善ポイント

⑤節酒しましょう

Criqui MH,Ranger RD,et al: Circulation 1989;80:609. より一部改変

参考：国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス

引用：一般向け「高血圧治療ガイドライン2019」解説冊子「高血圧の話」

◎アルコールは継続して飲むと高血圧の原因に
なります（右図参照）

許容飲酒量は
男性20～30mL/日以下 女性10～20mL/日以下

ビール(5度) 中びん1本

日本酒（15度） 1合

焼酎（25度） 半合

ウイスキー（43度） ダブル1杯

ワイン（14度） 2杯



高血圧の改善ポイント

⑥禁煙しましょう

◎たばこを吸うと、ニコチンが交感神経系を刺激
するために、血圧が上がり、脈拍が増えます

（右図参照）

・収縮期血圧：110→130mmhg に上昇

・心拍数：60→80回 に上昇

◎喫煙と間接喫煙（受動喫煙）も避けましょう

引用：「Groppelli A, Omboni S, et al: J Hypertens 1990;8(Suppl 
5):S35.」より

参考：国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス

◎高血圧の方は、動脈硬化が進みやすく、
喫煙は動脈硬化のリスクをさらに高めます



降圧薬による治療

主な降圧剤 作用

カルシウム拮抗薬 血管を広げて血圧を下げる

ARB、ACE阻害薬 血管を収縮させる体内の物質をブロックして血圧を下げる

利尿薬 血管から食塩と水分（血流量）を抜いて血圧を下げる

β （ベータ）遮断薬 心臓の過剰な働きを抑えて血圧を下げる

◎血圧を下げる薬には多くの種類があるため、
血圧レベルや状態、その他の病気の有無などによって使用する薬を決められる

◎服用する量や時間帯が薬によって異なることがあるため、医師の指示に従い、
途中で自分の判断で服用をやめないことが大切

引用：一般向け「高血圧治療ガイドライン2019」
解説冊子「高血圧の話」

降圧薬による治療は
生活習慣を改善しても血圧が下がらない場合に行う



冬場と高血圧

血圧は季節によって変動するが、
特に冬場は血圧が上昇すると言われている

原因① 寒さを感じる⇒体温を逃さないように血管が収縮

原因② 冬は運動不足になりやすい⇒肥満傾向

原因③ 忘年会・新年会シーズン⇒過度な飲酒・塩分摂取

血圧上昇

さらに気を付けたいのは・・・

【モーニングサージ】

朝目覚める前後に
急激に血圧が上がること

【ヒートショック】

急激な温度差により血圧が大きく変動し、
心筋梗塞など身体へ悪影響を及ぼすこと

例）浴室から脱衣所に出る時



まとめ

高血圧は、自覚症状がなく、いつの間にか進行してしまいます。

定期的な検診を受けるとともに、
以下のことに気を付けて、健康な身体を維持していきましょう。

✓減塩 ✓カリウム摂取

✓肥満予防 ✓適度な運動

✓節酒 ✓禁煙


