
『減塩モニタ』を使った
減塩の進め方

塩分摂取量簡易測定器
『減塩モニタ』

1日あたりの塩分摂取量を
早朝尿(夜間尿を含む)から測定

日本の伝統食は塩分が多い、外食も塩分が多い
魚/魚卵の塩蔵品、漬物、みそ/醤油

脳/心臓血管疾患による要介護を減らすためには

減塩が重要

摂取した塩分は尿に排泄される
塩分摂取量は尿から測定が原則

株式会社河野エムイー研究所



減塩が必要な病気
・高血圧

・心臓疾患、脳血管疾患

・腎臓病(慢性腎臓病 CKD)
・妊娠中毒症(妊娠高血圧)

・胃がん

高血圧
高血糖
高脂血症

腎機能低下

心臓血管疾患

脳血管疾患(脳卒中)
糖尿病

透析

メタボリックシンドローム／生活習慣病
塩分の過剰摂取が病気を促進

要介護 6～7年
本人も家族も大変！
医療費も増大！

適切な栄養と運動が必要

要介護の主要原因
脳血管疾患、心臓血管疾患

（出典：WHO 2004年）



ご存知ですか？食物の塩分含有量ご存知ですか？食物の塩分含有量

1日あたりの塩分摂取量

日本人の平均値 11.1g
(H19国民健康栄養調査)

男性 12.0g     
女性 10.3g

厚生労働省の推奨値

(食事摂取基準2010)
男性 9.0g
女性 7.5g

高血圧学会の推奨値 6.0g

腎臓学会の推奨値 6.0g

食品名 目安量 塩分g

焼き魚定食 1人前 6.5

豚肉の生姜焼き定食 1人前 6.5

天丼 1人前 4.6

にぎりずし 1人前 4.5

かけそば 1人前 4.0

ラーメン 1人前 5.5

インスタントラーメン 100g 6.4

味噌汁 １杯 1.3
梅干し 大1個 2.2

たらこ １腹 2.3

ハム 3枚 1.3

あなたは
１日何ｇの塩分を
食べていますか？



①塩分計では液体(味噌汁、スープ)
の塩分濃度しか測れない、固体は測れない

従
来
技
術

1日塩分摂取量は測定できない

1日あたりの塩分摂取量測定方法

家庭 病院

①患者からの食事内容聞き取り
食物成分表から計算
煩わしい計算と不正確な結果

栄養士でなければできない

②24時間尿を蓄尿

尿量と塩分濃度を測定計算
正確であるが煩わしい

看護士でなければできない

新
技
術

・早朝尿(夜間尿を含む)全量をカップに採取

・塩分濃度と尿量を測定
・早朝尿の塩分量から1日塩分摂取量を統計計算

家庭でも簡単に測定できる



測定原理

尿量測定用
電極

塩分濃度
測定用電極

早朝尿の尿量と塩分濃度を測定
1日あたりの塩分摂取量を統計計算

横浜市大医学部
との共同研究

センサー

＊早朝尿(夜間尿)から測定 世界初(類似商品なし）

＊高血圧学会 家庭用測定器として推奨



使用方法
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理論値

r=0.81(p<0.001)

y=7.55x+83

高血圧 (53歳、女性)

使用例 塩分摂取量と血圧

塩分摂取量 6ｇ/日 以下が望ましい

横浜市立大学医学部



使用例 減塩モニタを用いた減塩の効果

69歳、男性（本態性高血圧）
食塩摂取量
（g/日）
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（日）
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国立九州医療センター



使用上の注意

採尿の注意
・就寝前に排尿して捨ててください。
・夜間就寝中に排尿する場合はカップに全量採取してください
・早朝尿を全量カップに採取して測定してください。

測定上の誤差
・睡眠時間が8時間より多い時は測定値が大きくなります。

逆に短い時は測定値が小さくなります。
・カリウムを多く含むイモ、果物を大量に食べると測定値が

大きくなり、逆に少ない時は測定値が小さくなります。
・大量に汗をかいた時は測定値が小さくなります。





疑問点 （Ｑ） 回 答 （Ａ）

1日何グラム塩分を食べてもよ
いのですか

厚生労働省は、男性9.0g、女性7.5g以下(健康な人)にするように呼びかけています。医
学会では高血圧の人は6ｇ以下、腎臓病の人も6ｇ以下を奨めています。

高血圧ですが、薬を飲んでい
るので減塩は不要ですか

薬を飲んでいても減塩は必要です。減塩することによって、血圧がより低くなりますし、
薬の量を減らすことができます。

食べた塩分は尿に出るのです
か

食べた塩分は、一部は汗に出ますが、90％以上は尿に排泄されます。したがって尿を
ためて塩分量を測定すると、塩分摂取量が測定できます。

朝一番の尿を採取して測るの
ですね

朝起きた時の尿を全量、所定のカップに入れて測定してください。夜途中で起きてトイ
レに行った場合は、その分もカップにためて測ってください。

センサーの寿命が1年とありま
すがいかがですか。また購入、
交換できますか

センサーは使用後軽く水ですすいで乾燥させておけば、1年より長く使えます。使用後
センサーの金メッキの部分をこすらないようにしてください。尿に浸けっぱなしも寿命を
短くします。交換部品として購入できます。

電池の寿命はいかがですか
1日夫婦で2回使用する場合でも、２年より長く使えます。電池は大きな電気店、スーパ
ー等で購入できます。小型のプラスのねじ回しが必要です。

カップの寿命はどのくらいです
か。また購入できますか

カップは尿に強い材料でできています。寿命は3年以上です。カップは専用のカップで
す。汚れたり割れたりした場合は購入できます。

他の容器で尿をとっても測定で
きますか

専用カップで測らないと正しく測れません。

尿量が少ない場合はどうです
か(200ｍｌ以下）

水を加えて、500ml程度にしてから測定してください。水を加えても塩分量は変わりませ
んので正しく測定できます。極端に尿量が少ない場合は、水の摂取量が少ないので、
健康によくありません。医師に相談してください。

尿量がカップより多い場合はど
うですか(1000ml以上)

1000mlを超える場合は少し複雑な計算が必要です。まず1000ml分で測定した上で、超
過分の補正をします。詳しくはp.11をみてください。過剰な水の摂取は体に良くありま
せんので医師に相談してください。

Q&A(1)



Q&A(２)
疑問点 （Ｑ） 回 答 （Ａ）

計算して摂った塩分と測定
値が違うのですが

料理に含まれる塩分量は、正確にはわかりません。そのため測定値とずれが出ます。糖
尿病食や病院食は塩分量が厳格に管理されていますので、それだけを食べる場合は測
定のずれが少なくなります。

睡眠時間が短い場合の影
響はありますか

減塩モニタは、睡眠時間が8時間であることをもとに統計計算をしています。睡眠時間が
短い場合は測定値が小さくでます。逆に睡眠時間が長い場合は大きくでます。

野菜や果物をよく食べます。
影響はありますか

バナナ、りんご、アボガドなどの果物や、芋、カボチャなどの野菜はカリウムを多く含んで
います。これらを多く食べると、測定値が大きくでます。

スポーツドリンクが好きです
。影響はありますか

スポーツドリンクに含まれるイオン成分が尿に排泄されると、測定値が大きくでます。正確
な測定ができません。

塩分をかなり控えているの
に、測定値が９ｇ程度にでま
す

自分でもかなり減塩しているつもりでも実際は多く食べている場合結構多いのです。睡眠
時間が長い場合や、野菜果物を多く食べる場合も多めにでます。

使った後の清掃方法を教え
てください

測定器本体をカップからはずしカップの尿を捨ててください。カップに水を入れ測定器のセ
ンサーをカップに差し込んでください。これを2回程度行ってください。センサーの水滴をふ

き取る必要はありません。

清掃時の注意を教えてくだ
さい

測定器裏側のセンサーの付け根部分と電池カバー部分から水が内部に浸入すると故障
の原因となります。くれぐれもご注意ください。

使わないときはどのように
保管すればよいのですか

空になったカップにセンサーを差し込んだ状態で保管してください。測定器本体を横置きに
するときには、液晶表示部が下側になるように置いてください。センサーに力がかからない
ようにしてください。

測定すると「8.8.8」と表示さ
れ、正しく測定ができません

尿量が200ml以下の場合、尿以外の液を測定する場合は「8.8.8」と表示され場合がありま

す。またセンサー表面の金めっき部分が汚れたり、はがれたりしている場合も測定できま
せん。センサー表面をきれいにしても測定できない場合は、センサーの交換が必要です。

電源ボタンを押しても液晶
表示に電気が入りません

購入後1年以上たった場合は電池がなくなった可能性があります。電池を交換してください

。交換しても直らない場合は電子回路の故障です。修理の依頼をしてください。本体内部
に水が浸入した場合も故障します。


