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は じ め に

　高血圧・循環器病予防療養指導士制度は、循環器病の主たる原因である高血圧等の生活習慣
病の改善・予防およびその他の危険因子の管理に関する療養指導を行うために有能な専門的知
識、技術を有する職種の資質向上を図ること、また、そのことにより循環器病の予防や病態改
善により、国民の健康増進に貢献することを目的として、2015年に日本高血圧学会と日本循環
器病予防学会が共同で開始しました。2016年に第１回の認定が開始され、2019年までに452名が
認定されています。また、2018年４月より日本動脈硬化学会、2020年より日本心臓病学会が参
画して、現在、４学会での共催として運営しています。
　日本においては、高齢者人口の増加や労働者人口の減少により、医療・保健・福祉の環境は
大きく変化しようとしています。その中で、疾病を防ぐだけでなく、より健康な生活をめざす
予防の考え方は、これからますます重要になっていくでしょう。そのような予防の取り組み
は、医療の現場だけでなく、地域、職域、介護福祉の現場など、さまざまな生活の場で進める
必要があること、また、医師の働き方改革により、適切なタスクシフトが進むことにより、今
後は、多職種連携が重要になり、本制度の資格取得者の活躍の場は急激に増えることが想定さ
れます。
　さらに、2018年に制定され、2019年に施行された ｢健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、
心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法｣ においても、脳卒中や循環器病の予防は
その中でも中核を成しており、今後、国および各都道府県において施策として実施されていき
ます。本資格者は、そのような施策の実施において主体的な役割を果たすことが期待されます。
　「よくわかる高血圧と循環器病の予防と管理」は、高血圧・循環器病予防療養指導士をめざす
医療スタッフが、それに必要なカリキュラムや到達目標に含まれる内容を分かりやすく学ぶこ
とができるように編集されています。また、脳卒中や循環器病の危険因子である、高血圧、動
脈硬化、糖尿病などの生活習慣病に関連するガイドラインがそれぞれの学会より上程されて、
適宜アップデートが行われています。本ガイドブックでは、それらの最新の内容を包括的に取
りまとめることで、医療スタッフの学びをサポートする目的もあります。
　本ガイドブックが脳卒中や循環器病の予防に関する最新の知識を提供し、それを学んだ医療
スタッフが、それぞれの職場で、より専門性の高い、より最新の知識を持って活動することで、
日本の脳卒中・循環器病が抑制され、ひいては国民の健康寿命の延伸につながることを祈念し
ています。

高血圧・循環器病予防療養指導士認定委員会　委員長
大屋　祐輔
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◆循環器病リスクの特徴と予防の重要性
　日本における各種危険因子の循環器病（脳卒中および心疾患）による死亡への寄与度を図１
に示す。高血圧が最も重要な危険因子であり、低い身体活動、喫煙、高血糖、LDLコレステロー
ル高値、低い多価不飽和脂肪酸摂取、高い食塩摂取がそれに続く。このうち、低い身体活動、
高い食塩摂取は、高血圧と関連があり、高血糖等の耐糖能異常も高血圧との合併が多い。たば
こは、循環器病のみならずがんの重要なリスクであるため、禁煙の取り組みが必須である。
　どのように循環器病を抑制するかについては、公衆衛生的なアプローチと個々の患者へのア
プローチがあるが、その両者についての取り組みが必要である。「健康日本21（第二次）」では
循環器病の抑制のために、主要な４つの危険因子（高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病）への
介入とその効果について目標を設定している（図２）。循環器病予防を実践するにおいては、循
環器病の予防に関する知識を多職種で共有し、それぞれの地域において、医療や福祉の現場で
の具体的な行動が必要となる。
　これまでの心臓病や脳卒中などの循環器系の診療とそれにかかわる人材育成は、病院におけ
る急性期診療や高度医療などに沿ってなされてきた。これからさらに高齢化を迎える日本にお
いて、専門性を有する医療スタッフが、病院のみならず、さまざまな場面で循環器病の一次予
防対策や二次予防対策をチーム医療として行うことが、ますます重要となってくる。

◆診療ガイドラインの見方
　診療ガイドラインは、科学的根拠に基づき、系統的な手法により作成された診療における推

①チーム医療における予防療養指導士の役割

❶ 循環器病予防のためには、高血圧をはじめとするさまざまな危険因子を
コントロールする必要がある。

❷ 危険因子の多くは生活習慣と関連する。そのため、医療スタッフ（メディ
カルスタッフ）の活躍の場が多い。

❸ 予防の展開において、病院やクリニックのみならず、地域や職場、また、
介護や福祉の現場など、さまざまな場面での取り組みが必要となってく
る。

❹ 本制度の目標は、循環器病予防についての医療スタッフの知識と技能の
向上を通じて、チームで循環器病予防に取り組み、国民の健康増進、健
康寿命の延伸、福祉向上につなげることである。

奨を含む文章である。患者と医療者を支援する目的で作成されており、臨床現場における意思
決定の際に、判断材料の一つとして利用される。現在、日本には、循環器病予防を目的とした
最新の診療ガイドラインはなく、学会単位で作成されている生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂
質異常症、動脈硬化など）などの危険因子、および心不全を含む循環器病や脳卒中などについ
て、個別のガイドラインが作成されている。最新のガイドラインのすべてを把握することは、
一般臨床現場では簡単ではなく、本ガイドブックのような、そのエッセンスを取りまとめたも

　図1. 日本の2007年の脳心血管病による死亡数への各種危険因子の寄与（男女計）
（文献１）より）
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　図2. 健康日本21（第二次）における循環器病の目標設定の考え方　（文献２）より）
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のを参照することをスタートとして、興味のある分野をさらに勉強する形を取ることが実際的
である。
　ガイドラインの作成は、「日本医療機能評価機構」の「診療ガイドライン作成マニュアル
ver.1.0」や「診療ガイドライン作成の手引き 2014」に準じて作られているものが多い。ガイド
ラインの作成者は専門家が中心となるが、利益相反（Conflict of Interest: COI）の管理が適切
に行われていることが必要である。
　科学的エビデンスに基づいた推奨のために、研究データを偏りなく収集することを目的とし
てシステマティックレビューが行われる。一方、研究データが十分にない場合は、システマ
ティックレビューを行うことが難しい場合もある。ガイドラインごとに、システマティックレ
ビューの行い方や推奨の決め方は異なっているので、ガイドライン作成の基本方針を参照にす
ることも必要である。
　診療ガイドラインで示されるのは、一般的な診察法や治療法であるため、必ずしも個々の患
者の状況に当てはまるとは限らない。実際の診療にあたっては、診療ガイドラインの推奨に、
患者個々の病態や背景因子などを勘案して決められる。ガイドラインはそれぞれの医療者の経
験を否定するものではなく、臨床現場における最終判断は、主治医が患者と協働して行うもの
である。また、ガイドラインは医事紛争や医療訴訟における判断基準とされるものでもない。

◆高血圧・循環器病予防療養指導士とは？
　日本高血圧学会と日本循環器病予防学会は共同で、2015年度から「高血圧・循環器病予防療
養指導士」の認定制度をスタートさせた。その後、2018年より日本動脈硬化学会、2020年より
日本心臓病学会がこの認定制度に参画し、４学会合同でこの制度が運営されている。この制度
は、｢脳卒中や循環器病の主たる原因である高血圧、脂質異常症等の生活習慣病の改善・予防、
およびその他の危険因子の管理に関する療養指導を行うために有能な専門的知識および技術を
有する職種の資質向上を図り、よって循環器病の予防や病態改善により国民の健康増進に貢献
すること｣ を目的としている。
　対象となるのは、保健師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業
療法士、公認心理師、臨床心理士、医療心理士、健康運動指導士の資格を有する者である。本
制度を主催する学会いずれかの会員歴が１年以上あり、医療機関や健診機関などで３年以上の
実務経験があること、過去５年間に学会開催のいずれかの学術総会やフォーラムなどに２回以
上参加し、指定された教育講演やセミナーなどを履修していることなどを要件としている。現
在は、主催学会増加に伴う受験資格の暫定措置を行い、取得する単位を少なくして、より受験
しやすくなっている（2020年４月現在）。
　高血圧・循環器病予防療養指導士認定委員会では、上記の資質向上のための、研修到達目標
や研修カリキュラムの作成、およびそれに沿った研修会、症例検討などを行うワークショップ
を行っている。それぞれの学会の学術集会や関連する指定の講習会やセミナーなどでも単位を
取得できる。eラーニングのシステムも構築されており、Web上で一部の単位を修得できる。
　現在、活動を支援するために各学会で療養指導士部会を整備中である。今後、学会を超えた
療養指導士全体での連携が期待される。また、（公社）日本脳卒中協会とは、活動の連携をして

おり、今後、脳卒中予防に協働して取り組んでいく予定となっている。

◆研修到達目標および研修カリキュラム
　到達目標を表１に示す。生活習慣の修正に関する共通点などを一般到達目標としている。ま
た、課題別到達目標では、代表的なリスク疾患である高血圧、脂質異常症、糖尿病・耐糖能異
常、高尿酸血症、慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease：CKD）、および各循環器病（脳卒中、
狭心症・心筋梗塞、心不全）、加えて特定健康診査・特定保健指導制度、脳卒中・循環器病対策
基本法などについての学習目標を挙げている。
　表２に具体的なカリキュラムを示す。講義などのカリキュラムについては、多職種が対象で
あるため、すべての職種で共通で理解してほしい内容（必須項目）、その職種の専門分野につ
いて循環器病予防の観点でさらに深く学ぶ内容（選択項目）の両者を設定している。これらの
内容を、「A群：脳卒中・循環器病総論」「B群：生活指導」「C群：臨床総論」の３分野に分類
し、所定の単位を取得することが、受験要件の一つとなる。
　図３に、取得までの流れを図示する。

◆活躍の場
　この資格は、チーム医療を基本に医師と連携して、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病へ
の対応や循環器病の予防の取り組みを行う多職種のためのものである。
　看護師や保健師の資格認定者は、病院やクリニックなどにおいて、循環器病の一次予防のた
めに、高血圧などの生活習慣病やさまざまなリスクの管理にかかわる際にその専門性を活かす
ことができる。また、二次予防（再発予防）に関する指導においても、患者の状態の把握に加
え、この資格に関連する知識を活かして指導を行うことが期待される。
　行政（地域）や産業保健の現場では、保健師や産業保健師として、健康管理・保健指導の観
点から、生活習慣病の予防・改善や危険因子の管理の指導の場面でこの資格を活かすことがで
きる。また、疾病管理に関しては、適切に地域の医師などとの連携を取ることで、より個別的
な指導も可能となってくる。
　薬剤師においては、病院薬局や調剤薬局において、これまでの服薬指導のさらなる充実に加
え、医師との連携を取りながら、患者に対して、血圧管理を含めて生活習慣の修正などの循環
器病予防の観点でアドバイスなどを行う機会も考えられる。特に、健康サポート薬局としての
役割を果たす際に、この資格は専門性としてその薬局や薬剤師の特長になるかもしれない。
　管理栄養士や健康運動指導士においては、自身の専門性に加えて、他の分野（食事療法、薬
物療法、運動療法）の知識を身につけることで、より適切な指導を行うことができると考えら
れる。
　臨床検査技師は、疾患の背景にある検体検査結果および心電図や超音波検査等の生理機能検
査結果を解析し、臨床症状や指導目的に沿った報告ならびに検査アドバイスを行っている。生
理機能検査や検体検査など多岐にわたる検査内容について横断的に理解し、患者への検査説明
にかかわることで患者のみならず医師やメディカルスタッフへの診療支援が期待される。
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　理学療法士や作業療法士も、従来のリハビリや二次予防（再発予防）に加えて、一次予防（発
症予防）に関する知識を得ることができる。また、運動療法や作業療法に加えて、薬物や食事
療法についての知識も得ることができ、指導活動の幅を広げることができる。
　在宅医療の現場では、本資格取得者は、多職種チームのリーダーとして、循環器病予防の観点
での生活習慣病の予防や血圧管理についての介護スタッフやケアマネジャーへのアドバイス、
また、対象者への指導を行うことが期待される。
　このほか、公認心理師／臨床心理士／医療心理士も、系統的に高血圧や循環器予防の知識を
身につけることで患者の身体状況の理解が可能となり、チーム医療の中で、患者や対象者が抱
えるメンタル面でのサポートにより深くかかわることができるようになると考えられる。

表1. 高血圧・循環器病予防療養指導士　研修到達目標　※2020年4月改訂

1.一般到達目標
（1）知識

1） 脳卒中・循環器病・動脈硬化とはなにかを説明できる。
2） 高血圧、脂質異常症、糖代謝異常の脳卒中・循環器病危険指標としての意義を説明できる。
3） リスク重複の概念を説明できる。
4） メタボリックシンドロームの概念と意義について説明できる。
5） 高血圧など危険指標と生活習慣との関連を説明できる。
6） 多職種との連携の重要性について理解できる。
7） 血圧測定の意義と正しい測定法が説明できる。
8） 基本的な生理および検体検査の意義と検査の目的を正しく説明できる。
9） 在宅管理を中心とした服薬管理について理解できる。

10） 脳卒中・循環器病予防のための栄養学の基礎知識を持つ。
11） 脳卒中・循環器病予防のための身体活動の基礎知識を持つ。
12） 脳卒中・循環器病予防のための社会制度について基礎知識を持つ。

（2）生活習慣のアセスメント
1） アセスメントに基づく支援の意義を理解できる。
2） 生活習慣のアセスメント法について理解できる。
3） アセスメント方法の種類と実施方法について理解できる。
4） アセスメント結果を指導に活用できる。

（3）支援技術
1） 対象者にプログラムに基づく支援の流れを説明できる。
2） 対象者のレベルに応じた知識提供ができる。
3） 対象者の生活状況と比較して指導ポイントを整理できる。
4） 実行の有無を評価可能な目標設定ができる。
5） 対象者の生活習慣改善意欲を高めることができる。
6） 実施し易さに着目した目標を示すことができる。

（4）栄養学
1） エネルギー産生栄養素の種類とエネルギー換算係数について説明できる。
2） 炭水化物の消化・吸収・適正な摂取割合について説明できる。
3） たんぱく質の消化・吸収・適正な摂取割合について説明できる。
4） 脂質の消化・吸収・適正な摂取割合について説明できる。
5） ビタミンの種類とエネルギー代謝との関連を説明できる。
6） ミネラルの種類と機能について説明できる。
7） 食品のコレステロール含有量を知り、それらの摂取目標を説明できる。

（5）肥満
1） 性・年齢階級別の肥満とやせの判定を行うことができる。　　
2） 減量が望ましい人を正しく選択できる。
3） 肥満の血圧・脂質・糖代謝との関連を説明できる。
4） 減量による血圧・脂質・糖代謝の改善効果を説明できる。　
5） 適正体重を計算できる。
6） 減量目標に応じた適正なエネルギー量（あるいは調整量）を求めることができる。
7） 低糖質・低脂質食による減量法の特徴について説明できる。
8） 運動と減量との関連を説明できる。
9） 減量の適正なペースを説明できる。

10） 減量の意欲を高めることができる。
11） 減量のポイントを具体的にアドバイスできる。

（6）飲酒・喫煙
1） 喫煙・飲酒の依存の仕組みを理解できる。
2） 飲酒・喫煙の健康影響（受動喫煙を含む）を説明できる。
3） 飲酒・喫煙対策における環境整備の方法と意義について説明できる。
4） 適正な飲酒量を説明できる。
5） 節酒の効果と節酒方法を示すことができる。
6） 禁煙の効果を説明することができる。
7） 禁煙の方法を示すことができる。
8） 禁煙補助剤の使用方法を説明できる。
9） 保健指導の場で禁煙・節酒を実践できる。

（7）身体活動
1） 脳卒中・循環器病予防に適した身体活動の種類と時間が説明できる。
2） 自覚症状に基づく運動強度のはかり方を説明できる。
3） 運動量と消費エネルギーとの関連を説明できる。
4） 対象者の生活背景を考慮した運動指導ができる。
5） 効果的なウォーキング方法を説明できる。

（8）下記の生活習慣病や脳卒中・循環器病の診断・治療のガイドラインに準拠した流れを理解できている。
1） 高血圧
2） 脂質異常症・動脈硬化
3） 糖尿病
4） 高尿酸血症
5） 狭心症・心筋梗塞
6） 心不全
7） 脳卒中
8） 慢性腎臓病（CKD）

2．課題別到達目標
（1）高血圧

1） 正常血圧と高血圧の区分を示すことができる。
2） 対象者の血圧の危険度を示すことができる。
3） 他の危険因子を考慮した危険度を評価できる。
4） 正しい血圧測定ができる。正しい血圧測定法が説明できる。
5） 家庭血圧の正しい測定法を指導できる。
6） 白衣高血圧、仮面高血圧について説明できる。
7） 血圧を下げる方法を説明できる。
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表2. 研修カリキュラムと単位数

Ａ群：脳卒中・循環器病総論

大項目 必修/選択 カリキュ
ラム番号 細項目 単位

総論
必修 A1 療養指導士の意義と役割  ―生活習慣病対策と多職種連携の考

え方― 1

必修 A2 保健指導プログラムの構成 1

疫学
必修 A3 脳卒中・循環器病とリスク要因の疫学 2
必修 A4 リスク重複の概念とリスクアセスメント 1

生活
習慣

必修 A5 生活習慣の高血圧・脂質異常症・糖尿病と脳卒中・循環器病へ
のリスクと介入効果 2

選択 A6 高血圧・脂質異常症・糖尿病（メタボリックシンドローム）の
指導に役立つエビデンス 3

選択 A7 脳卒中・循環器病予防における生活習慣改善の意義（事例検討
とまとめ） 3

8） 減量と血圧との関連を説明できる。
9） 減量支援ができる。

10） 食塩の摂取目標を示すことができる。
11） 減塩の調理法を説明できる。
12） 食品に含まれる食塩含有量を知る方法を説明できる。
13） 野菜・果物（カリウム）の摂取目標を説明できる。
14） 高血圧の望ましい食事例を示すことができる。
15） 飲酒の血圧に及ぼす影響を説明できる。
16） 節酒の目標設定ができる。
17） 血圧低下のための効果的な運動の種類と頻度を説明できる。
18） 血圧低下に適した強度の運動を指導できる。
19） 基本的な降圧薬の使い方と副作用を説明できる。
20） 服薬アドヒアランスを高める方法を理解できる。
21） 血圧コントロール不十分患者の原因分析と対策の基本を理解できる。
22） 多臓器障害合併高血圧の管理の基本を理解できる。
23） 年齢に応じた高血圧の特徴と注意点を理解できる。
24） 性差に応じた高血圧の特徴と注意点を理解できる。
25） 薬剤性を含めた二次性高血圧の特徴を理解できる。

（2）脂質異常症
1） 脂質異常症の診断基準と管理目標値を説明できる。

2） LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド値と狭心症・心筋梗塞の危険
度との関連を示すことができる。

3） 脂質代謝について説明できる。

4） LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド値と生活習慣との関連を説明
できる。

5） トランス脂肪酸の動脈硬化に及ぼす影響を説明できる。
6） 家族性高コレステロール血症について説明できる。
7） 続発性（二次性）脂質異常症について説明できる。
8） LDLコレステロール濃度に影響する食品と栄養素について説明できる。
9） トリグリセライド濃度に影響する食品と栄養素について説明できる。

10） 脂質異常症の基本的薬物療法の使い方と副作用を説明できる。
11） 年齢に応じた脂質異常症の特徴と注意点を理解できる。
12） 性差に応じた脂質異常症の特徴と注意点を理解できる。

（3）糖尿病・耐糖能異常　　　
1） 糖尿病・耐糖能異常の脳卒中・循環器病危険因子としての意義を説明できる。
2） 糖尿病固有の合併症の種類を挙げることができる。
3） 糖尿病の診断基準と管理目標値を示すことができる。
4） 糖尿病・耐糖能異常におけるインスリンの意義を説明できる。
5） 糖尿病・耐糖能異常の発症リスクを説明できる。
6） 炭水化物の種類と血糖値に及ぼす影響の違いを説明できる。
7） 糖尿病・耐糖能異常予防に適した身体活動・食事の構成を説明できる。
8） 糖尿病治療薬の基本的使い方と副作用を説明できる。

（4）高尿酸血症
1） 高尿酸血症の循環器危険因子としての意義を説明できる。
2） 高尿酸血症となる尿酸産生亢進と排泄低下について説明できる。
3） 尿酸値に影響する運動・食事因子を説明できる。
4） 高尿酸血症の薬物治療について説明できる。

（5）慢性腎臓病（CKD）
1） 慢性腎臓病（CKD）の診断基準を説明できる。
2） 慢性腎臓病（CKD）となりうる病気・危険因子を説明できる。
3） 慢性腎臓病（CKD）予防のための生活習慣・食事を説明できる。
4） 慢性腎臓病（CKD）患者の服薬注意点を説明できる。

（6）脳卒中
1） 脳卒中の種類を説明できる。
2） 脳卒中予防のための生活習慣を説明できる。
3） 脳卒中の発症を疑う兆候や症状を説明できる。
4） 脳卒中発症時の早期受診と適切な対応について説明できる。
5） 脳卒中予防における心房細動の意義と治療について説明できる。

（7）狭心症・心筋梗塞
1） 急性冠症候群（ACS）の概念を理解できる。
2） 狭心症・心筋梗塞の種類を説明できる。
3） 狭心症・心筋梗塞予防のための生活習慣とその対策を説明できる。
4） 狭心症・心筋梗塞を疑う兆候や症状を説明できる。
5） 狭心症・心筋梗塞の薬物および非薬物治療について説明できる。

（8）心不全
1） 心不全の診断基準を説明できる。
2） 心不全の原因となりうる疾患・危険因子を説明できる。
3） 心不全の増悪予防のための生活習慣（食事と運動）について説明できる。

（9）特定健康診査・特定保健指導制度、脳卒中・循環器病対策基本法
1） 循環器病をはじめとする非感染性疾患（NCD）の予防の概念を説明できる。
2） 健康増進法と健康日本21（第二次）の概要について説明できる。
3） 特定健康診査制度の概要について説明できる。
4） 特定保健指導制度の概要について説明できる。
5） データヘルス計画について説明できる。
6） 糖尿病等重症化予防制度について説明できる。
7） 脳卒中・循環器病対策基本法の考え方について説明できる。
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　図3. 高血圧・循環器病予防療養指導士　取得までの流れ

定められた
資格※１の保有者

会員歴※２

１年以上

指導実務経験
３年以上

学会※３参加
２回以上

必要単位※４

30 単位取得

認定試験
受験 合格 高血圧・循環器病

予防療養指導士認定

認定後
５年ごとの
更新が必要

※１　受験資格にて定められた資格
※２　日本高血圧学会、日本循環器病予防学会、日本動脈硬化学会、日本心臓病学会のうちいずれかの学会
※３　日本高血圧学会、日本循環器病予防学会、日本動脈硬化学会、日本心臓病学会が主催する、学会総会、
　　　または学術集会など
※４　暫定期間は単位数の軽減措置があります。高血圧・循環器病予防療養指導士ホームページ参照

カウンセリング
技法

必修 A8 面接技術（講義） 1
選択 A9 面接技術（ロールプレイング） 2

社会制度 選択 A10 脳卒中・循環器病予防の社会制度 1

Ａ群合計単位数：　17単位（必修8単位／選択9単位） 17

Ｂ群：生活指導

大項目 必修/選択 カリキュ
ラム番号 細項目 単位

栄養・飲酒・
喫煙

必修 B1 高血圧の栄養・食事指導 2
必修 B2 脂質異常症の栄養・食事指導 2
選択 B3 肥満、耐糖能異常、糖尿病、高尿酸血症の栄養・食事指導 2
選択 B4 腎疾患の栄養・食事指導 1
選択 B5 飲酒のリスクと介入 2
必修 B6 喫煙のリスクと介入 2

運動
選択 B7 生活習慣病予防における身体活動（運動・日常生活強度）の意

義と効果 2

必修 B8 生活習慣病予防における運動指導のポイント 2
選択 B9 運動指導の実際（実技） 2

Ｂ群合計単位数：　17単位（必修8単位／選択9単位）　 17

Ｃ群：臨床総論

大項目 必修/選択 カリキュ
ラム番号 細項目 単位

総論

必修 C1 高血圧・脂質異常症管理計画とリスク評価 1
選択 C2 血圧測定の意義―家庭血圧を含む― 1
必修 C3 血圧・脂質異常症・糖尿病の基本的検査の意義と結果の見方 ２

必修 C4 服薬管理とくに在宅管理のポイント―服薬アドヒアランス向
上と副作用対策― 1

薬物
治療

必修 C5 高血圧薬物療法の基本 １
必修 C6 脂質異常症薬物療法の基本 1
選択 C7 糖尿病や高尿酸血症の薬物治療の基本 1
選択 C8 血圧コントロール不良の原因分析と対策 1
選択 C9 多臓器障害合併高血圧の管理 1

性差・年齢・
その他

必修 C10 高齢者の高血圧・脂質異常症・糖尿病（認知症合併を含む） 1
選択 C11 女性・小児の高血圧・脂質異常症・糖尿病（妊娠時を含む） 1
選択 C12 二次性（続発性）の高血圧（薬剤性高血圧を含む） 1
必修 C13 家族性高コレステロール血症 （続発性脂質異常症含む） 1

疾患予防

選択 C14 脳卒中 1
選択 C15 狭心症・心筋梗塞 1
選択 C16 心不全 1
選択 C17 慢性腎臓病（CKD） 1

C群合計単位数：　18単位（必修8単位／選択10単位）　 18

Key Word
●チーム医療
●研修到達目標
●研修カリキュラム
●高血圧・循環器病予防療養指導士
●高血圧

●脂質異常症
●動脈硬化
●喫煙
●糖尿病
●診療ガイドライン
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１）　Ikeda N, et al. Adult mortality attributable to preventable risk factors for non-communicable diseases 

and injuries in Japan: a comparative risk assessment. PLoS Med. 2012;9:e1001160.
２）　厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会：健康日本
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荒井 秀典　　（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長）

第８章　⑫年齢・性差による脂質異常症治療

石垣　泰　 　（岩手医科大学 医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野 教授）

第３章　④糖尿病に特徴的な合併症と脳心血管病リスク

岩嶋 義雄　　（獨協医科大学 腎臓・高血圧内科 准教授）

第２章　④慢性腎臓病（ＣＫＤ）
第３章　⑤慢性腎臓病（ＣＫＤ）、高尿酸血症と脳心血管病リスク
第８章　⑭慢性腎臓病（ＣＫＤ）・高尿酸血症の治療

大石　充　　（鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学 教授）

第３章　②高血圧と脳心血管病リスク

大草 知子　　（宇部フロンティア大学 人間健康学部看護学科 教授）

第２章　③心不全

大久保 孝義　（帝京大学 医学部衛生学公衆衛生学講座 主任教授）

第４章　②血圧測定の意義

大西 浩文　　（札幌医科大学 医学部公衆衛生学講座 兼 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 教授）

第５章　③肥満・メタボリックシンドロームと生活習慣
第５章　④糖尿病と生活習慣

大屋 祐輔　　（琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座 教授）

第１章　①チーム医療における予防療養指導士の役割
第８章　①高血圧診療の進め方、治療計画の立て方

岡村 智教　　（慶應義塾大学 医学部衛生学公衆衛生学教室 教授）

第８章　⑪家族性高コレステロール血症・その他の原発性脂質異常症

岡山　明　　（合同会社 生活習慣病予防研究センター 代表）

第１章　②脳心血管病予防の社会制度
第６章　②プログラムに基づく保健指導とその意義
第６章　③保健指導の技術
第７章　⑤禁煙指導のポイント

■執筆者一覧（50音順　敬称略）

奥田 奈賀子　（人間総合科学大学 人間科学部健康栄養学科 教授）

第６章　①生活習慣のアセスメント法
第７章　③減塩・増カリウムの指導ポイント

樺山　舞　　 （大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻総合ヘルスプロモーション科学講座 特任准教授）

第７章　⑥節酒指導のポイント

神出　計　 　（大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻総合ヘルスプロモーション科学講座 教授）

第８章　④二次性高血圧

小島 智亜里　（国際医療福祉大学 三田病院検査部 病院講師）

第４章　③検査値の読み方Ⅰ　高血圧、慢性腎臓病（ＣＫＤ）、高尿酸血症
第８章　②降圧薬の種類と選択

斎藤 重幸　　（札幌医科大学 保健医療学部基礎臨床医学講座 教授）

第８章　⑥臓器障害合併高血圧症の管理
第８章　⑦糖尿病合併高血圧

下澤 達雄　　（国際医療福祉大学 医学部臨床検査医学 主任教授）

第４章　③検査値の読み方Ⅰ　高血圧、慢性腎臓病、高尿酸血症
第８章　②降圧薬の種類と選択

竹内 利治　　（旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野 講師）

第２章　②狭心症・心筋梗塞

竹川 英宏　　（獨協医科大学病院 脳卒中センター センター長）

第２章　①脳卒中

辰巳 友佳子　（帝京大学 医学部衛生学公衆衛生学講座 講師）

第４章　②血圧測定の意義

塚本 和久　　（帝京大学 医学部内科学講座 主任教授）

第８章　⑨脂質異常症の治療計画

土橋 卓也　　（社会医療法人 製鉄記念八幡病院 理事長・病院長）

第５章　⑤慢性腎臓病（CKD）・高尿酸血症と生活習慣
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中村 幸志　　（琉球大学大学院医学研究科 衛生学・公衆衛生学講座 教授）

第３章　⑦危険因子集積の概念

西　信雄　　（国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 国際栄養情報センター センター長）

第３章　①日本の脳心血管病の特徴と動向

原　眞純　　 （帝京大学医学部附属溝口病院 内科 主任教授）

第８章　⑨脂質異常症の治療計画

東山　綾　 　（国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 予防健診部 医長）

第７章　①病態別保健指導の支援ポイントのまとめ

藤岡 由夫　　（神戸学院大学 栄養学部栄養学科臨床栄養学部門 教授）

第５章　②脂質異常症と生活習慣
第７章　④脂質異常症の食事指導のポイント

増田 大作 　  （地方独立行政法人 りんくう総合医療センター りんくうウェルネスケア研究センター センター長）

第３章　③脂質異常症と脳心血管病リスク
第８章　⑤続発性（二次性）脂質異常症
第８章　⑩脂質異常症治療薬の種類と選択

三浦 克之　　（滋賀医科大学 社会医学講座公衆衛生部門 教授）

第５章　①高血圧と生活習慣

三浦 伸一郎　（福岡大学 医学部心臓・血管内科学 主任教授）

第７章　⑦運動指導のポイント

宮田 昌明　　（鹿児島大学 医学部保健学科 教授）

第４章　①高血圧・脂質異常症・糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）の診断基準

宮原 富士子　（特定非営利活動法人 Healthy Ageing Projects for Women 理事長）

第７章　⑧服薬指導のポイント

宮松 直美　　（滋賀医科大学 臨床看護学講座 教授）

第３章　⑥生活習慣と脳心血管病リスク

宗像 正徳　　（独立行政法人 労働者健康安全機構 東北労災病院 治療就労両立支援センター 予防医療部 部長）

第８章　③血圧コントロール不良の原因分析と対策

矢作 直也　　（筑波大学 医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 准教授）

第８章　⑬糖尿病の診療計画、治療薬の種類と選択

山本 浩一　　（大阪大学大学院医学系研究科 老年･総合内科学 講師）

第８章　⑧年齢・性差による高血圧治療

由田 克士　　（大阪市立大学大学院 生活科学研究科食・健康科学講座公衆栄養学 教授）

第７章　②エネルギー摂取・減量指導のポイント

吉田　博　　 （東京慈恵会医科大学附属柏病院 副院長・中央検査部 教授）

第４章　④検査値の読み方Ⅱ　脂質異常症、糖尿病

楽木 宏実　　（大阪大学大学院医学系研究科 老年･総合内科学 教授）

第８章　⑧年齢・性差による高血圧治療


