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冠動脈疾患発症の危険度

危険因子（肥満・糖尿病・高血圧・脂質異常症）の
保有数

労働省作業関連疾患総合対策研究班の調査より
Nakamura et al.jpn Cricj.65:11.2001
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体重管理 血圧管理 脂質管理 血糖管理

心血管のアンチエイジング

動脈硬化から血管を守る

食事療法で危険因子の管理を行いましょう



血管を守る食事

● 適切なエネルギーとバランスの良い食事

● 植物性脂肪や魚の脂肪をとる

● 食物繊維の摂取を増やす

● 減塩 ６ｇ未満/日をめざす

● アルコールの多飲は控える

● 血管の老化（酸化・糖化）を防ぐ食事



適切なエネルギー量とは①
体重管理をしましょう

太っている人は今より体重を減らしましょう
• BMI（体格指数）25kg/㎡以上の人【体重㎏ ÷(身長ｍ)2】

• 二十歳の頃より10kg以上増えている人

摂取エネルギーを減らし、

消費を増やし

体重を減らしましょう

摂取エネルギー

消費エネルギー



適切なエネルギー量とは②

やせている人は食事制限によって体重が減らな
いようにしましょう

高齢者においても、基本は食事療法と運動療法

しかし、特に後期高齢者は厳格な食事療法は栄
養状態の悪化を招くことがあり、個々に応じた
介入が必要です



バランスのいい食事とは

主食＋主菜+副菜が揃った食べ方をしましょう

汁 物
減塩には1日1杯目安

野菜たっぷりの
具だくさんの汁に

主 食
血糖をあげるので、
過剰な摂取に注意

食物繊維、ビタミン
の多い玄米、雑穀な

どもおすすめ

主 菜
たんぱく質は筋肉や
臓器など体を構成す
る重要栄養素です

魚、大豆の頻度を増
やしましょう

副 菜
野菜、きのこ、海藻
など、毎食両手いっ
ぱい食べましょう



1日の食事例

朝食 494kcal 夕食 455kcal昼食 556kcal

この食事で約1600kcal ご飯100g 168kcal 

（女茶碗軽く1杯）

工夫して食べれば、こんなに食べられます

外食が多い人はまず、腹八分目を心がけましょう



1人暮らしの高齢者の方などにおすすめです



大豆製品に含まれる不飽和脂肪酸は、悪玉コレス
テロールを減らす働きがあります

豆腐、納豆、豆乳、枝豆など

青魚に多く含まれる脂（EPA・DHA）は、血液を
サラサラにする働きがあります

さんま、さば、あじ、

いわしなど

大豆・魚を摂る



飽和脂肪酸の多い食品

脂の多い肉、ベーコン、バター、チーズ、生クリー
ム、洋菓子など

コレステロールの多い食品（200mg/日未満におさえる）

動物性のレバー、卵など

血管の修復のために良質のタンパク質は必要です コレステロールは
体の細胞膜やホルモンの材料となるので、不足すると血管が弱くなっ
てしまいます。

必要以上に肉を制限することはありません 脂肪の少ない部位を選び
ましょう

脂の多い肉は摂りすぎない
LDL

コレステロールが
高い人は、



野菜、海藻、きのこ、大豆、未精製穀類（玄
米、雑穀）をとりましょう（野菜は毎食両手一
杯）

食物繊維の摂取を増やす

水溶性の食物繊維は血糖の上
昇や、コレステロールの吸収
をおさえます

野菜や果物に含まれるカリウ

ムは、身体の余分な塩分を排

泄する作用があり、血圧管理

にも有効。



1日350gの野菜摂取を目指しましょう



減塩 6g未満/日を目指す

1. 香辛料や酸味を生かす

2. 調味料を食卓上に置かない

3. かけるより付ける （漬ける）

4. うまみをきかせる（だしを使う）

5. 汁は具だくさんにし、味噌は量を決める。

（小さじ１杯）

6. 徐々に薄味にする。

減塩のコツ



食べ方の目安

汁物は1日1杯以下、麺類は週1回以下 漬物類は食べない

主な食品の塩分量
食品名 重量・

目安量
食塩相当

量(g)
食品名 重量・

目安量
食塩相当

量(g)

塩 小さじ1/6 1 カレーライス 1人前 3.0

しょうゆ 小さじ1 0.9 鶏のから揚げ 3個 1.2

みそ 小さじ1 0.8 餃子 6個 1.7

みそ汁 1杯 1.5 ちくわ 1本 0.6

カップラーメン 1個 5.1 ハム 2枚 1

きつねうどん 1杯 5.0 チーズ 20g 0.6

干物 あじ 1枚 1.6 梅干 1個 2

食パン 6枚切り1枚 0.8 たくあん 2切れ 1.5

にぎり寿司 1人前 3.4 白菜キムチ 40g 0.9

親子丼 1人前 4.2 しょうゆせんべい 40g 0.8

チャーハン 1人前 5.5 ポテトチップス 10枚 0.4



血圧への影響、中性脂肪の上昇、
飲酒に伴う食事量の増加につなが
ります

アルコールの多飲は控える



多量飲酒ほど血圧が上がります

Criqui MH,Ranger RD,et al: Circulation 1989;80:609.
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1日当たり飲酒の目安量
女性は男性の半分量に

（エタノール20ｇ当たり）



血管の老化(酸化・糖化)を防ぐ

酸化…活性酸素
抗酸化物質をとりましょう

βカロテン、ビタミンC、ビタミンE（緑黄色野菜）

リコピン（トマト）、イソフラボン（大豆）、

カテキン（お茶）、ポリフェノール（赤ワイン）など

糖化…AGEs
血糖値を急激に上げない ⇨糖質のみ食べない
血糖値をゆっくり上げる食べ方をする

⇨野菜、おかずから食べる よく噛んで食べる



食べるとよい食品

控えるとよい食品

悪玉コレステロールを下げる食品
を積極的に取り入れましょう



当院での栄養指導の効果とその要因
脂質異常症（総コレステロール220mg/dl以上）の女性患者（51.1±4.歳) 34名

（日本更年期医学会発表）

大豆・野菜増加減量例
指導前後の変化

週当たりの大豆摂取量

3.4個⇒11.8個

1日の野菜摂取量

290g⇒430g

体重減少率

6.6％

栄養指導によるTCの低下は、94％の例に認められた。TCの低下は大豆・野菜
の増加と体重減少率の影響が大きかったが、大豆を単一で是正した例よりも、
大豆・野菜の増加に減量が伴った例の方が明らかな効果が期待できた。



【基本はバランスのよい食事】
• 主食（ご飯・麺・パン）＋主菜（魚・肉・卵・大豆

製品）+副菜（野菜・きのこ・海藻類）

• 主菜は魚、大豆製品がおすすめ

• 脂の多い肉は食べ過ぎない

• 減塩に努めましょう

• 野菜・海藻・きのこを摂る 野菜の半分は抗酸化ビタミ
ンの多い緑黄色野菜をとりましょう

• 主食は食べ過ぎないで、おかずから食べましょう

心血管のアンチエイジング

血管を守る食事のまとめ


