
●かかりつけ医
　身近で頼りになる、かかりつけ医をもちましょう。
病気の経過がわかるため、体調が悪くなった時も安心
です。

●かかりつけ薬局
　薬をもらう薬局を１か所にしましょう。
　同じ作用の薬の重複や注意する薬の飲み合わせ、飲み残しや飲み忘れなどの
相談もでき、健康管理を助けてくれます。

★お薬手帳を活用しましょう！
　２か所以上の医療機関を受診する際は、服用中の薬を医師や薬剤師に見
せたり、伝えたりしていますか？
　お薬手帳は異なる病院で処方された薬がひと目でわかるため、薬の効能
や副作用等をチェックしてもらえる大変貴重な記録です。一冊にまとめて
活用しましょう。

★ジェネリック医薬品を使ってみませんか？
　新薬（先発医薬品）と同等の効果で価格の安いジェネリック医薬品（後
発医薬品）は、医療費の負担を軽くします。医師や薬剤師と相談しながら
利用しましょう。

上手な
医療の
受け方

令和４年６月
発行／朝霞市　保険年金課　☎048-463-1178
協力／あさか健康プラン21　 健康あさか普及員健（検）診は毎年受けよう！

朝霞市と共に健康づくりをすすめるボランティアです。詳しくは広報あさか、市ホームページをご覧ください。健康あさか普及員

歩数計は郵送またはWEB、スマートフォンはWEB申込みとなります。
※歩数計を選択した場合…送料１人あたり610円（税込）の実費負担あり（配送業者に直接支払う）。
　歩数計が届くまで約４週間（状況によって、更にかかる場合あり）。

「埼玉県コバトン健康マイレージ事務局」は、埼玉県が株式会社NTTドコモを代表事業者とする企業グループに委託して運営しています。 受付時間：月～土9：00～17：00
※日・祝日、年末年始はお休み
通話料金は発信者の負担となります。☎０５７０－０
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WEB・お問合せ　https://kobaton-mileage.jp/〒330-9091 さいたま新都心郵便局 私書箱159号
埼玉県コバトン健康マイレージ事務局

申込方法

●封筒に入れていただくもの
　１ 記入済みの申込書 （健康づくり課・保険年金課窓口にあります）
　２ 健康保険証または運転免許証のコピー （本人確認書類）
　　　 記載内容がはっきりわかるようにコピー（運転免許証は両面）してください。
　　　 健康保険証のコピーをご提出される方は必ず「保険者番号」「被保険者記号・番号」を
　　　 マスキング（黒く塗りつぶす）してください。

●あて先…〒330-9091 さいたま新都心郵便局　私書箱159号
　　　　　埼玉県コバトン健康マイレージ事務局

〒 郵送申込みの場合
●パソコン、スマートフォンからお申込み
　できます。
※健康保険証、または運転免許証（両面）のコピー、（本人確認

書類）を後日郵送してください（あて先は左記のとおり）。

WEB申込みの場合

年齢18歳以上、市内在住の方参加資格

参加登録・お問合せは

Ⓒ埼玉県2005

埼玉県コバトン健康マイレージ 歩数計　　またはスマートフォン　　で参加 参加
無料

（注）一部実費を
　　負担いただ
　　きます。
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～適正な血圧の維持と管理について～
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血圧の診断基準について 高血圧が体に及ぼす悪影響

塩分と高血圧の関係について

日本高血圧学会の基準では、診察室で測定する
上の血圧が 140mmHg 以上、または下の血圧
が 90mmHg 以上の場合を高血圧といいます。

埼玉県を100としたとき、朝霞市には
下の血圧が高い方がどのくらいいるのかを比較

　高血圧の主な要因には、塩分のとり過ぎや肥満、喫煙、ストレス等が
あります。
　その中でも特に塩分のとり過ぎに注目し、一番身近で取り入れやすい
食生活にスポットを当てていきます！

　コンビニやスーパーで気軽に購入できるお惣菜等には、食品パッケージ裏等に栄養成分
が表示されています。栄養成分表示を活用することで塩分をどのくらいとっているのかを
知ることができます。

朝霞はどうなの？

朝霞市国民健康保険加入者の血圧について
特定健康診査の結果を分析しました！

令和２年度の健診結果から埼玉県に比べ朝霞市は、
下の血圧が高い方が多いことが分かりました。
このまま血圧が高い状態が続いてしまうと、

無症状のまま命に関わる重大な病気を引き起こします。

下の血圧 85mmHg 以上

埼玉県

朝霞市

男性 女性

100

104.2 105.8

100

上の血圧（収縮期血圧）とは
心臓がぎゅっと縮んで、全身に
血液を送り出した時の血管の壁
にかかる圧力のこと

下の血圧（拡張期血圧）とは
次の血液を送り出すため、心臓
に血液が戻ってゆるんだ時に血
管の壁にかかる圧力のこと

出典：日本高血圧学会

①適正量以上に塩分（▲）をとると、
　塩分の主な成分であるナトリウムは細胞内に
水分を取り込む性質があり、血液中の水分（●）
が増えます。
②体内を流れる血液量が増え、血管壁にかかる
圧力が強くなり、血圧が高くなります。
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出典：日本高血圧学会、厚生労働省 e ヘルスネット
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塩分量確認していますか？

食生活での工夫の仕方

ラーメンの汁は残す１

しょうゆ、ソース等の調味料は
かけるのではなく、つける

６

みそ汁は野菜をたくさん入れる３

インスタント食品は控える２

かつお節等で天然だしをとる４

調味料は減塩を選ぶ５

しょうゆラーメンを全部食べるとスープの塩分は 4.5g になりますが、めんと具だ
け食べ、スープを残すことで塩分を 1.2g まで減らすことができます！

スープの塩分
（１杯分約380mlあたり）
スープ 塩分 エネルギー

塩 味 6.6g 88kcal
み そ 味 6.0g 155kcal
しょうゆ味 5.9g 109kcal
とんこつ味 5.5g 248kcal
スープだけで比べると、塩
ラーメンのエネルギー量は低
いですが、塩分量は一番多い
です。

インスタント食品は、塩分量が多いです。利用するときは塩
分量を確認しましょう。

しょうゆは濃い口しょうゆ（小さ
じ１）の塩分量 0.9g に比べて、
減塩しょうゆ（小さじ１）は塩分
量0.5gと約半分に抑えることが
できます。しょうゆやその他の調
味料でも物足りなさを補うために
香味や昆布、かつお等のうまみを
効かせたものもあります。

野菜には塩分の排泄を促すカリウム等が多
く含まれています。また、具を多く入れるこ
とでうまみと香りが加わり、みその量を減
らすこともできます。 調味料はかけるより、つける方

が自分でコントロールしやすく、
調味料の量を調整できます。
一滴ずつ出てくる入れ物やスプ
レータイプで出てくるボトルも
おすすめです。

かつお節や昆布のうまみで調味料の使用を
減らすことができます。

◎中華めん・ゆで 180g
◎トッピング（チャーシュー30g
　メンマ20g、ねぎ15g）
◎スープ300g➡塩分4.5g

しょうゆラーメン めんと具だけ食べる
元のスープの

塩分量に対して
27%1.2g

口に入った
スープの塩分

残ったスープを半分飲む
元のスープの

塩分量に対して
64%2.9g

口に入った
スープの塩分

全量食べる
元のスープの

塩分量に対して
100%4.5g

口に入った
スープの塩分

健康あさか普及員の方へ聞きました！
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収縮期血圧

（上の血圧） （下の血圧）

拡張期血圧

出典：日本高血圧学会

出典：減塩のコツ早わかり、塩分早わかり（第４版）

スープ
はるさめ
塩分1.8g

インスタント
みそ汁

塩分2.4g

カップ
焼きそば

塩分5.9g

　令和元年国民健康・栄養調査により、
塩分の約７割を調味料からとっているこ
とが分かりました。
　特にしょうゆ、塩、みそから多くとって
おり、料理をおいしくする調味料には、
塩分量が多いという特徴があります。

食品を購入する際は、食塩相当量にも注目しましょう！

塩分の１日の摂取量の目安
男 性 7.5g／日未満
女 性 6.5g／日未満

【例】 裏
側

原材料名　○○○○○○○○○○
消費期限　○○○○○○○○○○
保存方法　○○○○○○○○○○
製造者　○○○○○○○○○○○
１包装当り　エネルギー598kcal 
たんぱく質16.7g 脂質21.8g
炭水化物83.6g 食塩相当量3.0g

出典：消費者庁、厚生労働省 e ヘルスネット

※減塩しょうゆには様々
な種類があり、塩分量
も異なります。

2 3


