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Franklin D. Roosevelt
March 4, 1933 – April 12, 1945
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日本の主要疾患別死亡率の推移
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　一般診療医療費の構成割合(%)

全体 70歳以上
がん 8.7 8.6

脳卒中 8.3 15.1

高血圧症 7.9 11.5

糖尿病 4.3 4.4

高血圧性心臓病 3.2 4.5
厚生省「国民医療費」平成９年
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性・年齢階級別にみた通院者率
（人口千対）

年齢階級 平成19年平成19年平成19年年齢階級 総数 男 女
総数 333.6 311.3 354.6
0～4歳 171.9 182.6 160.6
5～14 170.7 184.5 156.2
15～24 119.4 107.7 131.5
25～34 168.1 134.7 200.5
35～44 213.2 192.8 232.9
45～54 307.2 287.6 326.2
55～64 449.6 431.3 467.2
65～74 608.7 599.0 617.3
75～84 692.4 684.2 698.3
85歳以上 617.7 638.3 608.3

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa07/3-2.html
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性別にみた通院者率の上位５傷病
（複数回答）
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沖縄の百寿者の血圧 （mmHg）
男62名 女279名

高血圧（160↑／95↑） 1.6% 1.4%

境界域高血圧 37.1 36.2

正常（139↓／89↓） 61.3 62.4

平均値 132／71 130／73

標準偏差 20／12 22／11
田内 久著：百寿者の秘密－不老長寿の夢に向けて

　ポピュラーサイエンス228 2000年10月東京 86ページより
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本日の予定

• 血圧とは？
• 血圧測定、高血圧発見の歴史
• なぜ高血圧になるのか？
• 高血圧を見つけ出す
• 高血圧の診断基準
• 高血圧の治療
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血圧とは
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•血圧とは、血液が血管の
壁に及ぼす圧力のこと
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血液の循環 1628

William Harvey (1578-1657)

• 左心室→大動脈→臓器
→大静脈→右心房→
（大循環、体循環）

• 右心室→肺動脈→肺　
→肺静脈→左心房→
（小循環、肺循環）

左心室

左心房

右心室

右心房

全身の臓器

肺
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血圧はどのように決まるか

• 血圧＝血流量x血管抵抗
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２つの血圧値

• 血液は水道の水と違い、心臓の拍動により間欠的
に送り出される．

• 心臓が血液を送り出すときの血圧
• 収縮期血圧（最高血圧）

• 心臓が血液を送り出していないときの血圧
• 拡張期血圧（最低血圧）
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収縮期血圧と拡張期血圧
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血圧はどのように決まるか

• 収縮期血圧
• 一回拍出量
• 動脈の弾性

• 拡張期血圧
• 末梢抵抗
• 心拍数
• 心拍出量
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クイズ

• 現在のような形で血圧が測れるようになったのは
いつ頃でしょうか？
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Stephen Hales, 1677-1761
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Scipione  Riva-Rocci 1863-1937

• 答え
• 1896年
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Nikolai Korotkov 1874-1920

• 答え
• 1905年
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血圧の測定
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クイズ

• 1900年前後に血圧が非侵襲的に測定できるように
なりましたが、その当時はその意味が分かりませ
んでした．

• 血圧が高いことが良くないと発見したのはどのよ
うな人でしょうか？
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• 1832 最初の検査医　それぞれの契約者のために検
査医の書き込む質問表をつくること

• 1850頃　実質的に人類に影響を与えるすべての疾
患を見つけうると思われる非常に詳細な質問表を
使用していた

•正確さにおいて、保険会社の統計と病院の調査ま
たは記録からとった統計では比較にならない

2011年2月27日日曜日



• 1911 Fischer 生命保険への加入希望者の検査の一
つとして血圧測定に興味を抱き始めた

• 2年9ヶ月のフォローアップに基づく統計解析の結
果、収縮期血圧140mmHg以上の人の保険加入を拒
否した。（平均の収縮期血圧が171mmHgの20-60

歳の722人の男性は3倍の死亡率を示していた。）

• 1939 15社程度の保険会社の統計データ（総計
1,309,000人以上）に基づいたBlood Pressure Study

により高血圧の疫学が明らかにされた。
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高血圧の意味の発見
• 1917 Fischer（Northwestern相互生命保険会社の医学部長）

• 40-60歳を対象とする８年間のフォローアップデータにより、以下の７点を発表した
• 1．動脈の持続的な強い緊張は過度の死亡率を導く、そして、動脈の緊張が高ければ高
いほど、死亡率は増加する．

• ２．年齢の平均より12mmHg高い持続的な収縮期高血圧は、ヒトにおける正常値を超え
ているようである．

• ３．見かけ上健康な人でも、高い動脈の緊張を有するかもしれず、障害が発見されない
まま少なからぬ年を経て、結局同じような病気になる．

• 4．40歳以上でも以下でも、高い動脈の緊張を伴って発見される医学的な障害は75％以
上が心血管系におけるものである．

• 5．正常な平均血圧は加齢とともに増加するが、実際にはより強い動脈の緊張は高齢者
において必ずしも予期されるものではない．

• 6．収縮期血圧が90-110mmHgの人は、年齢の平均より12mmHg高い血圧の人より死亡率
は低い．

• 7．身長と年齢から考えた体重が20％以上上回る人は、血圧の平均が正常体重の人より
4mmHg高い．
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• 1949　循環器疾患は米国における死亡原因の
半数を占めるようになった。このことを信じ
ないものがいるという状況を打破するために
National Heart Instituteはマサチューセッツ州
のフラミンガムという町で大規模疫学研究を
実施した。

• 28,000人を対象に20年間にわたって動脈硬化
性心疾患（後に虚血性心疾患）関連の疾患発
症を調査することが目的であった。
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•フラミンガム研究により循環器疾患や粥状硬化症
の主要危険因子が同定され、発表されてきた。

•遺伝因子、生活習慣、血清脂質濃度、血圧、血
糖、フィブリノーゲンなどの関与が明らかにさ
れた。カロリー、脂肪、塩分の摂取過多、運動
不足、肥満、喫煙などが悪玉と名指しされた。
アルコールは執行猶予とされ、コーヒーは無罪
放免となった。

•多因子疾患の概念の確立
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•血圧はどのようにして調節されるのか？
•血圧上昇は何を意味するのか？
•高血圧は病気なのか？
•それならば何によるものなのか？

•初期には高血圧ー症状なのか高血圧ー症候群なの
か高血圧ー病なのか選択に迷った
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なにが正常か？
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• 高血圧は疾患といえるのか、そして健常者と患者のあい
だに明らかな境界があるのだろうか？

• PlattとPickeringの論争
• Platt

• 高血圧は遺伝病であり、全集団は正常血圧者と高血
圧患者の二峰性を示す．

• Pickering
• 本態性高血圧とは疾患の過程を現すものではなく、
母集団の中の一集団である．その一集団はまだ説明
のつかない未知の理由によって決められたある値以
上の血圧を持つ

• 1950年代にPickeringが正しいという結論が出された。
• 集団は一つで正規分布しているに過ぎないという認識
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Platt Pickering
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G. W. Pickering
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• 健康と病気とはそれぞれ独立した状態にあるとい
う考えは誤りである．実際には、程度の問題であ
る．正常な生理現象の不均衡あるいは欠如を病気
というのである．　Claude Bernard
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• 医学における概念の重要性をいまさら力説する必
要もない．これらの概念はわれわれがいかにその
病気に対処するかを大きく決定づけており、つま
りは患者の運命を決定する．G. W. Pickering
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• 私が最初に指摘したいのは、正常血圧と病的な高
血圧の間にはっきりした境界線を引くことは無意
味であり、その境はあくまで人間によって勝手に
決められたものにすぎないということだ．本態性
高血圧とは連続性を保つ分布曲線の中の上限を現
すにすぎず、正常と異常とは二つの独立した集団
ではない．G. W. Pickering
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• 正常であるか異常であるかに分類することには正
当性はない．問題なのは血圧の値そのものであ
る．実際、血圧は分類しやすい特徴を持つように
見えるが、低い血圧と高い血圧との違いは量的な
問題であり、質的な問題ではなく、また程度の違
いであり、種類の違いではないのである．             

G. W. Pickering
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• 正常と病気とが独立したものでなく連続性を帯び
ているという考え方は、１９世紀半ば、実験医学
の到来とともに始まった．この観点から、病気の
定義は健康ということと一線を画すことが困難と
なった．高血圧１００年の歴史において、症状あ
るいは訴えをあまり重視しないということが現代
医学の革命の中で生み出されてきたのである．
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なぜ高血圧になるのか
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年齢と血圧

• 収縮期血圧は年齢とともに
上昇する

• 拡張期血圧は50代をピーク
にそれ以後低下する．

1993年度 厚生省・国民栄養調査による
2011年2月27日日曜日



血圧上昇のメカニズム

血流量 血管抵抗

交感神経緊張 増加 増加

腎臓 増加 不変

ホルモン 増加 増加
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食塩と高血圧

2011年2月27日日曜日



レニン-アンギオテンシン-

アルドステロン系
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人間と塩
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38億年前に単細胞生物の誕生
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10億年前に多細胞生物出現
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NP系　↑
RAA系↓

NP系　↓
RAA系↑

3億5千万年前に海から陸へ

陸地

海
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200万年前に人類誕生:

塩は植物から摂取
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海水から塩を生成

この縄文時代の土器は、茨城県土浦市の
上高津貝塚から出てきたもので、海水か
ら塩を作るのに使われました。 
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生物と塩の歴史：
生活習慣病の一つの背景

40億年前 30億年前 20億年前 10億年前 現代

生命誕生

人類誕生陸に上がる
多細胞生物出現

海(NP↑)

この50年程、食塩・カロリー過剰摂取時代
 周りは海？

陸(NP↓)
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敵対する相手が困っている時に助けの手をさしの
べることのたとえ。敵の窮地を救うこと。戦国時
代、今の山梨県と長野県周辺に領地を持つ武田信
玄は、塩を輸送している道を閉ざされ、塩の欠乏
に苦しんでいた。そこで、海に近い上杉謙信は、
敵の信玄を攻める最大のチャンスにあえて戦をせ
ず、逆に塩を送って助けたという。この戦国美談
が後世に語り継がれ、ことわざとなった。

（ 出典：旺文社『成語林』、三省堂『大辞林』）

～敵に塩を送る～
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忠臣蔵

横恋慕説
内匠頭の妻・阿久里に上野介が横恋慕し、文を
送ったが、無視されたため。

塩の精製法説

赤穂藩は「赤穂の塩」でも有名な塩の名産地だっ
たので、上野介が、「塩の精製法を教え
て欲しい」と内匠頭に頼んだが、「企業秘密」と
断られたため。

茶器を他人に譲渡説
上野介が欲しがっていた茶器を、内匠頭が上野介
にはあげずに、別の者に譲渡したため。
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• サラリー
• 古代ローマの兵士
（歩兵）に遡ると
され、当時は貴重
品でありかつ生活
に欠かせなかった
塩（Sal）を買う為
の俸給という程度
の意味

• ザルツブルグ
• 塩の道　塩尻

• 清めの塩
• 手塩に掛ける
• 盛り塩
• サラダ
• ソース
• サルサ
• ソーセージ
• サラミ
• 塩の柱、地の塩
• 独立の塩
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•肉食動物　２g／日
•草食動物　0.5g／日以下
•アフリカ　ズル族、マサイ族
•パプアニューギニアの原住民
•アマゾン　ヤノマモインディアン　１-３g／日
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誇り高きマサイ族の豊かな食生活 

家森幸男（やもりゆきお）
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• マサイ族は塩を全くとらず、飼っている牛の乳を一日に２～３リットルもとって
いました。牛乳には、良質なたんぱく質があり、食塩の害を打ち消すカリウ
ム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルが豊富です。 

また、牛乳だけでは不足するビタミンＣや鉄分は牛の生き血を、食物繊維はト
ウモロコシの粉『ウガリ』を牛乳に混ぜて飲むことで補っています。サバンナ地
区なので周辺に野菜はありません。彼らは牛乳を有効に活用して生きているわ
けです。 

マサイ族のもう一つの食べ物は、ヨーグルトです。彼らは毎日、何キロも歩いて
牛の放牧をしています。腰に牛乳を入れた『キブユ』という瓢箪（ひょうたん）
をぶら下げて歩くので、いつの間にか自然醗酵され、ヨーグルトが出来るとい
うわけです。 マサイ族は、ハエの多い所で生活しています。ハエの浮いている
牛乳を飲んでもお腹を壊さないのは、ヨーグルトが免疫力を高めるからと考え
られます。また、ヨーグルトだと醗酵しているので、暑い所でも長持ちします。
その上、ヨーグルトには、カルシウムもたんぱく質も多く含まれています。 

当時、マサイ族は塩をとらず高血圧を防ぐ良質なたんぱく質、カルシウムをほと
んど牛乳、ヨーグルトでとっていたので高血圧の人がほとんどいなかったので
す。 
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•しかし、10年後の1977年、3回目の調査をしたとこ
ろ、マサイ族は肉に塩をふりかけて食べていまし
た。以前も羊や山羊の肉は食べていましたが、カ
リカリになるまで揚げ、肉の表面に脂の膜をつ
くった保存食を食べていたので、保存食といえど
も、塩は一切使用していませんでした。 
塩を覚えた彼らの高血圧の割合は、世界から見れ
ば相変わらず低い数値ですが、前回よりはその数
値が増え、将来はさらに増えていくことが予想さ
れます。こうして『塩中毒』が増えていくのでしよ
う。 
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肥満と高血圧

• どうして肥満になると高血圧になるかはわかって
いない．

• 仮説
• 肥満に伴ってインスリンが多くなり血圧を上げる
• 肥満細胞からレプチンが増え、アディポネクチン
が低下する．レプチンは脳の交感神経を刺激して
血圧を上げ、アディポネクチンは抗動脈硬化作用
を持つ

2011年2月27日日曜日



• 適正体重の維持
• 肥満は高血圧の重要な危険因子であるので，肥満者は体格指数
（BMI：体重［kg］÷身長［m]2）で25未満を目指し，非肥満者はその
レベルを維持する。特に内臓肥満は高血圧のみならず糖・脂質代謝異
常も惹起し，メタボリックシンドロームと密接に関係する。フラミン
ガム研究によると，同程度のBMIでも内臓脂肪が多い人ほど血圧が高
いので，腹囲（男性85cm未満，女性90cm未満）も考慮して減量を行
うべきである。

• 肥満解消による降圧効果は確立されており，4-5kgの減量で有意な降圧
をきたす。また，減量により代謝指標の異常もあわせて改善される。
さらに，減量はメタボリックシンドロームなどで認められる，炎症反
応亢進や血管内皮機能異常の改善をもたらすという成績もある。肥満
を伴う高血圧患者はまずはじめに減量を進めるべきであるが，4-5kg

の減量で有意な降圧が得られることを考慮して，長期的計画のもとに
無理のない減量を行うべきである。
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• 喫煙は一過性の血圧上昇をひき起こす。その持続は紙巻きタバコ1本を吸った場合，15

分以上といわれ，ヘビースモーカーは高い血圧値が持続する可能性がある。実際，喫
煙者は日中自由行動下血圧が上昇しているという報告や，喫煙は仮面高血圧を生じや
すいという報告もある。しかし，一般に喫煙者は非喫煙者に比べ肥満度の平均値が低
く，血圧値も低い。したがって，最近の一部の研究では喫煙の高血圧発症への影響も
指摘されているものの，喫煙の血圧への慢性的な影響の評価は確立されてはいない。
なお，喫煙は腎血管性高血圧のリスクとして知られている。

• 喫煙は癌などの非循環器疾患のみならず，虚血性心疾患や脳卒中などの強力な危険因
子であり，喫煙はメタボリックシンドロームと関係しているという報告がある。その
害は喫煙者本人のみならず，受動喫煙によって周囲の非喫煙者にも及ぶ。禁煙は心血
管リスクを抱えている高血圧患者はもとより，健常者に対しても推奨すべきである。
喫煙者には繰り返し禁煙指導を行い，必要に応じて禁煙補助薬なども考慮し，禁煙を
推進すべきである。

喫煙と高血圧
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• 情動ストレスと血圧との関係は矛盾する報告もあ
るが，最近のメタ解析によるとストレス管理の有効
性が示されている。したがって，症例によっては
バイオフィードバックやリラクゼーションなどを試
みる価値がある。

ストレスと高血圧
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• ストレス
• 交感神経ー副腎髄質系の活性化
• 下垂体前葉ー副腎皮質系の活性化
• 交感神経機能の亢進
• 心拍数の増加、小動脈の収縮
• 血圧上昇

ストレスによる昇圧機序
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ストレスの分類

• 身体的ストレス
• 痛み、寒さ、呼吸困難など

• 精神的ストレス

• 急性・一過性ストレス
• 白衣現象、暗算テスト、災害など

• 慢性・持続性ストレス
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起床時の注意点とその対策

• ２つの自律神経系が切り替わる危険な時間帯
• （血圧が上がりやすく、心筋梗塞、脳卒中の発症が多い）

• 起き上がる前に、布団の中で深呼吸（交感神経の興奮を鎮める）
• 血圧中枢と呼吸中枢は脳の中で近くに存在し、互いに影響を受け
やすい
• 深呼吸で呼吸中枢の緊張が和らぐと、近傍の交感神経の血圧中
枢の緊張も緩和され、血圧が低下する

• 深呼吸時は必ず腹式呼吸を行う
• 白衣高血圧の人にも有効
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家の中での温度差による血圧変動を
避ける

• 家の中での寒さによるストレスを避ける
• 家の中野温度をなるべく一定に保つ工夫
• トイレの寒さ対策
• 暖房器具の取り付け
• 電気式便座の取り付け
• トイレの電灯を一日中つけっ放し
• 100Wの電球は人間一人と同じくらいの熱量

2011年2月27日日曜日



外出時の寒さ対策

• 外出時の寒さのストレスを避ける
• 暖房の効いた室内から急に寒い戸外へ→交換神経
の緊張↑→末梢血管の急激な収縮→血圧上昇

• 屋内と屋外の温度差をできるだけ少なくする
• 部屋を暖めすぎない
• 外出時には、できるだけ肌の露出部を少なくする
（特に、首を外気にさらさない）
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仕事中のストレス

• いわゆるまじめ人間は、仕事中に血圧の上がる傾向が強い
• 責任感が強い、忍耐力がある、完璧主義の人は、ストレスがたまり
やすい

• 上手に手を抜き、息を抜く工夫
• 会議中

• トイレに行くふりで、外気に当たったり、歩いたり、軽く腰と
背中を伸ばす体操

• 仕事以外の楽しいことを考える
• 見えないように足を伸ばす

• 眼を閉じて５～１０分間居眠りしたり、深呼吸
• 休日の過ごし方

• 仕事内容で変える
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趣味とストレス

• 高血圧の人には、何か熱中できる趣味を持つこと
が重要

• 「見る」、「聞く」、「触れる」などの五感を
使った楽しみは、交感神経の興奮を鎮め、血圧を
下げてくれる．また、日頃たまった精神的ストレ
スの解消にも大いに役立つ
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• 寒冷が血圧を上げ，冬季に血圧が高くなることは
よく知られている。心血管病による冬季の死亡率
増加は，暖房や防寒の不十分な場合ほど高くな
る。したがって，高血圧患者においては冬季には
暖房に配慮すべきであり，本邦においてはトイレ
や浴室，脱衣所などの暖房が見落とされやすいの
で注意が必要である。

気候とストレス
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• 入浴に関しては熱すぎない風呂がよい。室温20℃
以上，湯温40℃以下では血圧はほとんど上がらな
いとされている。38-42℃くらいの湯温で5～10分く
らいの入浴が目安である。銭湯の湯温は熱すぎる
ことが多い。冷水浴やサウナは避けるべきであ
る。便秘に伴う排便時のいきみは血圧を上昇させ
るので，便秘予防の指導，場合によっては緩下薬
の投与を行う。

入浴
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• 長期にわたる飲酒は血圧上昇の原因となる。大量の飲酒は高血圧に加
えて脳卒中やアルコール性心筋症をひき起こすだけでなく，癌の原因に
もなり死亡率を高める。一方で，少量の飲酒はむしろ死亡率を改善す
るとされている。しかし，飲酒と死亡率とがU（またはJ）形の関係で
あるという見解に対して異議が唱えられており，少量の飲酒の心血管
保護効果については今後の検討をまつ必要がある。

• アルコール単回投与は数時間持続する血圧低下をもたらすが，その後
上昇に転じる。したがって，節酒は血圧を下げる。飲酒量を80％ほど
節制すると1-2週間のうちに降圧を認めるとされている。エタノール換
算で男性20-30mL（日本酒1合，ビール中ビン1本，焼酎半合弱，ウイス
キー・ブランデーダブル1杯，ワイン2杯弱に相当）／日以下，女性
10-20mL／日以下に制限すべきである。

アルコールと高血圧 
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• 運動の降圧効果は確立されている。中等度の強さの有酸素運動で血圧
低下のみならず，体重，体脂肪，腹囲の減少や，インスリン感受性や
HDLコレステロールレベルの改善が示されている。さらに，身体活動の
低下は独立した心血管死亡の危険因子である。したがって，運動は高
血圧患者の生活習慣修正項目として重要である。

• 高血圧などの生活習慣病の予防や治療にはウォーキング（脈がやや速
くなる程度の速歩が推奨される）のような有酸素運動が優れている。
これに除脂肪体重の増加や骨粗鬆症や腰痛を防止する効果のある軽度
のレジスタンス運動，および関節の可動域や機能を向上させるスト
レッチ運動を補助的に組み合わせる。

運動と高血圧
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• 高血圧患者においては運動強度が強すぎると運動中に血圧上昇をきた
す可能性があり，正常血圧者と異なり運動強度が強いと予後が悪いと
いう報告もあることから，高血圧患者に強度の運動は推奨できない。
運動は定期的に毎日30分以上を目標に行うが，少なくとも10分以上の
運動であれば合計して1日30分以上で目標を達成できたとしてよい。
『エクササイズガイド2006』によると，身体活動を運動と生活活動に
分け，生活活動に重点を置き身体活動度を増加させるという方針が示
されている。患者教育においても日常生活のなかで身体活動度を上げ
るべく指導するのが現実的であると考えられる。

• なお，運動療法の対象者は中等度以下の血圧値で心血管病のない高血
圧患者である。リスクの高い患者は事前にメディカルチェックを行
い，必要に応じて運動の制限や禁止などの対策を講じる。有酸素運動
は高齢者においても合併症なく降圧をもたらしたという報告があるの
で，単に高齢者であるからといって運動を制限すべきではないが，事
前のメディカルチェックは必要である。 
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• 欧米でDASHという野菜，果物，低脂肪乳製品などを中心とした食事摂取（飽和脂肪酸とコ
レステロールが少なく，カルシウム（Ca），カリウム（K），マグネシウム（Mg），食物
繊維が多い）の臨床試験が行われ，有意な降圧効果が示された。CaやMgは硬水を飲んでい
る地域の住民で血圧が低いという疫学研究から降圧効果が期待され，小規模の介入試験が
行われたが，わずかな降圧しか認めなかった。食品加工の際にNaが添加されKが喪失して
しまうことがよく知られており，K不足が食塩過剰摂取とともに先進国における高血圧の原
因である可能性が考えられている。K補給の降圧治療としての有用性は，AHAの高血圧の食
事療法の報告などで取り上げられているが，その作用は決して大きなものではない。しか
しながら，降圧効果が弱いものでも組み合わせると降圧が期待できるものと考えられ，野
菜，果物の積極的摂取とコレステロールや飽和脂肪酸の摂取制限が，高血圧の食事療法の
一つに取り入れられた。ただし，重篤な腎障害を伴う患者は高K血症をきたすリスクがある
ので，野菜，果物の積極的摂取は推奨されない。また，糖分が多い果物の過剰な摂取は，
特に肥満者や糖尿病患者などのカロリー制限が必要な患者では勧められない。なお，脂質
代謝異常の予防という意味でも，コレステロールや飽和脂肪酸の摂取制限は有用である。

野菜，果物，魚，コレステロール，飽和脂肪酸など
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• INTERMAP研究の成績によると，w3多価不飽和脂肪酸（魚油に多く含ま
れる）の摂取量が多い人は血圧が低い傾向にあり，介入試験のメタ解析
で魚油の摂取増加は高血圧患者に降圧効果をもたらすことが示されてい
る。有意な降圧効果が得られるためには比較的高用量（3g／日以上）の
摂取が必要である。2006年のAHAの勧告や2007年のESH-ESCのガイドラ
インでも魚を多く食すべきであるとのコメントがなされており，高血圧
患者では魚の積極的摂取が推奨される。参考までに，『食事バランスガ
イド』では1日2つとされている。さらに，本邦のコホート研究（JPHC 

Study）では，魚の摂取が多い人ほど心筋梗塞発症が少ないことが報告さ
れている。なお，魚は水銀汚染の問題があるが，魚の種類によってその
程度は異なる。水銀濃度が高いとされているマグロ，ブリ，カツオなど
は，特に小児や妊婦，妊娠可能な女性には勧められない。

• なお，抗酸化食品，食物繊維の積極的摂取や炭水化物量の制限の血圧へ
の効果に関しては，ガイドラインで推奨できるほどのエビデンスはな
い。
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• 特定保健用食品は，体調を整える働きのある成分を加え，保健の効
果を医学的・栄養学的に証明し，保健用途，効果を厚生労働大臣が
許可した食品で，「保健の効果」や「栄養成分の機能」などを表示
できるものをいう。血圧に有効とされる食品の降圧機序としてACE

阻害活性に基づくものが多いが，表示されている「1日当たりの摂取
目安量」を遵守する。また特定保健用食品の摂取が，降圧薬の代替
となるものではないことも指導する。すでに降圧薬を服用している
患者でこれらの食品を使用したい場合には，医師に相談するよう注
意を喚起する。特定保健用食品の情報は独立行政法人国立健康・栄
養研究所（http://hfnet.nih.go.jp/contents/sp_health_listA008.html）ある
いは厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/topics/

bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/hyouziseido.html）で検索するこ
とができる。

特定保健用食品
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高血圧はなぜ良くないのか
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• 簡単に言えば、流れる血液の圧力が高くなると、
血液を通す管である血管の痛みが早くなる．

• また高い圧力の源は心臓の血圧を送り出す力です
から、心臓は多くのエネルギーを必要とし、心臓
も疲れてしまう．
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Stroke mortality rate in each decade of age versus 
usual blood pressure at the start of that decade

The Lancet 2002; 360:1903-1913
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Ischaemic heart disease (IHD) mortality rate in each 
decade of age versus usual blood pressure at the 

start of that decade

The Lancet 2002; 360:1903-1913
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Other vascular mortality rate in each decade of age 
versus usual blood pressure at the start of that 

decade

The Lancet 2002; 360:1903-1913
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高血圧の合併症
脳

脳出血、脳梗塞、無症候性脳血管障害、一
過性脳虚血発作、認知機能障害

心臓 左室肥大、狭心症、心筋梗塞、心不全

腎臓 蛋白尿、腎障害、腎不全

血管
動脈硬化性プラーク、頸動脈内膜中膜壁
厚、大動脈解離、閉塞性動脈疾患

眼底 高血圧性網膜症
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高血圧緊急症

• A）定義
• 血圧の著しい上昇により、脳・心・腎などの臓器障害をきたす
か、それが進行しつつある状態。高血圧性脳症、脳出血、進行性
腎障害、急性肺水腫を伴う

• 急性左心不全、眼底出血などがみられる。多くの場合、220 / 130 

mmHg以上のことが多く、緊急かつ適正な降圧を必要とする。
• B）診断基準（以下４項目中２項目以上あれば診断確立）

• 1)拡張期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上
• 2)眼底うっ血乳頭
• 3)腎機能が進行性に悪化
• 4)意識障害、頭痛、悪心、嘔吐、局所神経症状
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動脈硬化

• アテローム硬化症
• メンケベルグ型硬化
• 細動脈硬化
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アテローム硬化症
• アテローム動脈硬化（粥状
［じゅくじょう］硬化）とは、
脂肪性物質のまだらな沈着物
（アテローム、あるいはアテ
ローム硬化斑［プラーク］）
が、中動脈や大動脈の内壁で大
きくなるため、血流が減少した
り、遮断されたりする病気です。

• 心筋梗塞、狭心症
• アテローム血栓性脳梗塞
• 腎動脈狭窄
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メンケルベルグ型（中膜）硬化 

• メンケベルグ型動脈硬
化は、細動脈や中動脈
を傷つけます。動脈壁
内へのカルシウムの蓄
積が動脈壁を硬くしま
すが、内腔は狭くなり
ません。これは本質的
には無害な障害で、50

歳以上の男女に普通に
認められます。
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細動脈硬化
• 細動脈硬化は、細動脈、つまり細
い動脈に起こる動脈硬化です。主
に細動脈壁の内層と中間層を傷つ
け、細動脈の壁が厚くなり、内腔
が狭くなります。その結果、細動
脈が血液を供給している器官は、
十分な量の血液を得られません。
脳や腎臓がよくこの悪影響を受け
ます。この細動脈の障害は、主に
高血圧や糖尿病の患者にみられ、
詰ったり（梗塞）、血管の壁全体
が破裂して出血したりします。
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血管障害
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• 脳
• 脳出血、脳梗塞

• 心臓
• 心筋梗塞、狭心症、心不全

• 大動脈
• 大動脈瘤、大動脈解離

• 腎臓
• 腎硬化症、腎不全

• 下肢
• 閉塞性動脈硬化症
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高血圧と脳卒中
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• 脳卒中
• 虚血性脳卒中

• 一過性脳虚血発作
• 脳梗塞

• 脳血栓
• アテローム血栓性梗塞
• ラクナ梗塞

• 脳塞栓
• 心原性塞栓症

• 出血性脳卒中
• 脳出血
• くも膜下出血
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脳卒中

• 脳出血

• 脳梗塞

• アテローム血栓性梗塞

• ラクナ梗塞

• 心原性塞栓症
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血圧値別にみた脳卒中発症率
久山町第1集団，60歳以上の
男女，580名，追跡32年，

性・年齢調整

年齢群ごとの脳卒中
リスクと収縮期血圧

の関係
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危険因子 Population-attributable risk, % (99% CI) 

高血圧 34.6 (30.4-39.1)

喫煙 18.9 (15.3-23.1)

ウエスト／ヒップ比(tertile 2 vs tertile 1) 26.5 (18.8-36.0)

食事リスクスコア (tertile 2 vs tertile 1) 18.8 (11.2-29.7)

規則的な身体運動 28.5 (14.5-48.5)

糖尿病 5.0 (2.6-9.5)

アルコール摂取 3.8 (0.9-14.4)

心臓由来 6.7 (4.8-9.1)

アポリポ蛋白B ／ A1 (tertile 2 vs tertile 1) 24.9 (15.7-37.1)

精神的因子

ストレス 4.6 (2.1-9.6)

うつ 5.2 (2.7-9.8)

脳卒中の危険因子

Lancet 2010: 376; 112–23
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心血管障害
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年齢別血圧区分と循環器疾患死亡の相対リスク
NIPPON DATA80，男性3779人の19年間の追跡
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高血圧と心臓

• 虚血性心疾患
• 冠動脈のアテローム硬化による

• 心不全
• 虚血性心不全
• 高血圧性心不全
• 左心室の肥大→拡張能の低下
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腎血管障害
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• 腎硬化症
• 動脈硬化によって腎臓内の血液の流れが悪くな
り、徐々に腎機能が低下し、慢性腎不全の原因
となります。

• 収縮期血圧が10mmHg上昇するごとに末期腎不
全の発症は20%～30%上昇する．

• 腎動脈狭窄
• 大動脈から腎臓に血液を送る腎動脈に狭窄が起
こり、血圧の上昇、腎機能の低下が起こる．
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blood pressure were similar. For men who entered
MRFIT, a diastolic blood pressure higher by 1 SD was
associated with a 2.5-fold increase in the risk of end-
stage renal disease (P

 

!

 

0.001); for men not in the trial,
the risk was increased 1.7-fold (P

 

!

 

0.001). When the
serum creatinine concentration and urinary protein ex-
cretion at entry into the trial were included as covari-
ates in multivariate models, the relative risks of end-
stage renal disease associated with a blood pressure
higher by 1 SD did not change (for systolic blood pres-
sure: 2.0; 95 percent confidence interval, 1.5 to 2.7; for
diastolic pressure: 2.5; 95 percent confidence interval,
1.4 to 4.3). Moreover, when the analysis was confined to
the 7817 men who entered MRFIT with a serum creat-
inine concentration of less than 1.2 mg per deciliter
(106 

 

m

 

mol per liter) and a urinary protein excretion of
less than 1

 

"

 

, among whom end-stage renal disease de-
veloped in 19, estimates of relative risk associated with
a blood pressure higher by 1 SD (for systolic blood
pressure: 1.8; 95 percent confidence interval, 1.2 to 2.7;
for diastolic pressure: 1.7; 95 percent confidence inter-
val, 0.8 to 3.4) were not significantly different from
those for the total MRFIT cohort of 12,866 men.

 

D

 

ISCUSSION

 

Our study extends knowledge of the link between
blood pressure and renal disease in several ways. Higher
blood pressure, as measured carefully on a single occa-
sion, was a strong independent risk factor for end-stage
renal disease. The increase in risk associated with higher
blood pressure was graded and continuous throughout
the distribution of blood-pressure readings above the op-
timal level. Our results demonstrate the validity of using
the Joint National Committee’s categories in the predic-

tion of end-stage renal disease. Risk estimates were grad-
ed for both systolic and diastolic blood pressure consid-
ered separately, but systolic pressure was the stronger
predictor of subsequent disease when both variables
were considered together. These relations, including the
pattern of interactions with age and diabetes mellitus,
are very similar to those between coronary heart disease
or stroke and blood pressure.

 

15-17

 

 Older age, lower in-
come, higher serum cholesterol con-
centrations, cigarette smoking, diabe-
tes mellitus, a history of hypertension,
and black race were also associated
with an increased risk of end-stage
renal disease.

Accelerated and malignant hyper-
tension have long been known to be
linked with an increased risk of re-
nal failure, and clinical trials study-
ing patients with this diagnosis have
demonstrated that antihypertensive-
drug therapy prolongs survival and
slows the progression of renal dis-
ease.
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 The risk of renal failure
associated with less severe hyper-
tension has been investigated only
recently.

 

2

 

 In an analysis of 26 geo-
graphic areas in Maryland, the inci-
dence of hypertensive end-stage re-
nal disease correlated closely with
the prevalence of hypertension, es-
pecially severe hypertension.

 

22

 

 Dur-
ing a 15-year follow-up of 11,912 hy-

 

*Blood pressure was categorized as follows: optimal: systolic 

 

!

 

120 mm Hg and diastolic 

 

!

 

80 mm Hg; normal, not op-
timal: systolic 120 to 129

 

 

 

mm Hg and diastolic 

 

!

 

84 mm Hg or diastolic 80 to 84 mm Hg and systolic 

 

!

 

130 mm Hg; high
normal: systolic 130 to 139 mm Hg and diastolic 

 

!

 

90 mm Hg or diastolic 85 to 89 mm Hg and systolic

 

 !

 

140 mm Hg;
stage 1 hypertension: systolic 140 to 159 mm Hg and diastolic 

 

!

 

100 mm Hg or diastolic 90 to 99 mm Hg and systolic

 

 !

 

160
mm Hg; stage 2 hypertension: systolic 160 to 179 mm Hg and diastolic 

 

!

 

110 mm Hg or diastolic 100 to 109 mm Hg and
systolic 

 

!

 

180 mm Hg; stage 3 hypertension: systolic 180 to 209 mm Hg and diastolic

 

 !

 

120 mm Hg or diastolic 110 to 119
mm Hg and systolic 

 

!

 

210 mm Hg; and stage 4 hypertension: systolic 

 

#

 

210 mm Hg or diastolic 

 

#

 

120 mm Hg.

†Adjusted by the direct method for the age distribution of all men screened.

‡Relative risks, with men with optimal blood pressure as the reference category, were estimated with use of a propor-
tional-hazards regression model, with stratification according to clinic and adjustment for age, race, income, serum choles-
terol concentration, number of cigarettes smoked per day, use of medication for diabetes mellitus, and previous myocardial
infarction. CI denotes confidence interval.

§P

 

!

 

0.001.

 

Table 3. Base-Line Blood Pressure and the Incidence of End-Stage Renal Disease
Due to Any Cause in 332,544 Men Screened for MRFIT.
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(95% CI)‡

 

Optimal 61,089 51 5.3 1.0
Normal but not optimal 81,621 86 6.6 1.2 (0.8–1.7)
High normal 73,798 134 11.1 1.9 (1.4–2.7)§
Hypertension

Stage 1 (mild)
Stage 2 (moderate)
Stage 3 (severe)
Stage 4 (very severe)

85,684
23,459
5,464
1,429

275
158
73
37

21.0
43.6
96.1

187.1

3.1 (2.3–4.3)§
6.0 (4.3–8.4)§

11.2 (7.7–16.2)§
22.1 (14.2–34.3)§

Total 332,544 814 15.6 —

 

Figure 2. Age-Adjusted Rate of End-Stage Renal Disease Due
to Any Cause per 100,000 Person-Years, According to Systolic
and Diastolic Blood Pressure in 332,544 Men Screened for

MRFIT.
Data on men with stage 3 and stage 4 hypertension were com-

bined because of their small number.
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• 腎動脈硬化症については後ほどご説明いたしま
す．
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閉塞性動脈硬化症
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高血圧を見つけ出す
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血圧は変動する

• 体位　臥位から座位、立位への変換によって一過的に低下し、その
後、圧受容体反射などで回復する。

• 時刻　一般に夜間、睡眠中が最低で、午後は午前よりやや高い。夜
間は低くなり、起床とともに高くなる。

• 摂食　食後は上昇し、1時間ほどで元に戻る
• 運動　運動後は一般に上昇する。
• 入浴　適温であればわずかに低下する。熱い風呂は上昇させる。
• アルコール摂取、喫煙　適度の飲酒は低下させる。過度の飲酒は上
昇させる。喫煙は一般に上昇させる。

• 気温　温暖時は低下し、寒冷時は上昇する。
• 心理的動揺、緊張　感情の動揺、緊張は上昇させる。
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日内変動
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心拍毎の変動

2011年2月27日日曜日



高血圧の診断

• 外来血圧測定
• 家庭血圧測定
• 自由行動下血圧測定（ABPM）
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白衣高血圧、白衣現象

• 白衣高血圧　普段は正常な血圧だが、外来で測る
といつも高血圧になってしまう．

• 白衣現象　　普段よりも外来で血圧が高くなって
しまう．

• 診断
• 家庭血圧測定
• 自由行動下血圧測定（ABPM）

• 家庭血圧が正常であれば無害
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自由行動下血圧測定（ABPM）
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家庭血圧
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• 装置
家庭用血圧計は聴診法で裏付けを得たカフ-オシロメトリック法に基く上腕カ
フ血圧計を用いる。

• 測定部位
家庭用血圧計の腕帯は軟性腕帯を使用するのが望ましい。標準的体格の対象
では硬性腕帯も適用となる。測定においては座位でカフが右心房の高さにあ
るように指導する。また腕は伸ばした状態で上腕の筋肉の緊張をとくため、
前腕を机、テーブルの上に置き、必要ならば枕などの支持を用いる。極端に太
い腕、細い腕ではそれぞれ大型カフ、小型カフの使用が望ましい。小児にお
いても上腕サイズによっては小型カフの使用が望ましい。原則的に利き腕の
対側を用いるが、左右差の明らかな場合は常に高く出る側の血圧測定をすす
める。

家庭血圧測定ガイドライン
2003年日本高血圧学会家庭血圧測定条件設定作業部会（部会長：今井潤東北大学大学院教授）
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• 装置の精度確認
ある個体と装置の適合性は聴診との較差が５mmHg以内であること
を必要とする。検定には片側交互法あるいは両側同時法を用いるこ
とが推奨される。装置の制度確認は使用開始時とともに使用中も定
期的に行なわれることが推奨される。

• 測定条件
家庭血圧は以下の条件で測定されることが望ましい。すなわち朝の
家庭血圧は起床後１時間以内、排尿後、座位１～２分間の安静後、
服薬前、朝食前である。一方、晩の家庭血圧は就寝前、座位１～２
分間の安静後とする。

家庭血圧測定ガイドライン
2003年日本高血圧学会家庭血圧測定条件設定作業部会（部会長：今井潤東北大学大学院教授）
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• 測定回数、測定期間
１）家庭血圧は朝晩それぞれすくなくとも１回は測定する。
２）家庭血圧はできるだけ長期間測定する。
３）観察期（無治療）の場合：外来随時血圧がSBP  179mmHg以下かつ
DBP  109mmHg以下（軽中等症）の場合、７日間に少なくとも５日間の
測定を行なう。状況により観察期間は１～２週間とする。重症高血圧
の場合はすみやかに治療に入るか、医師の判断で、１～３日間の家庭
血圧測定を行なう
４）安定期（良好な血圧コントロール期）：少なくとも１週間に３日
間の測定を行なう。
５）薬剤変更期：７日間に少なくとも５日間の測定を行なう。

家庭血圧測定ガイドライン
2003年日本高血圧学会家庭血圧測定条件設定作業部会（部会長：今井潤東北大学大学院教授）
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• 記録
すべての測定値は、時刻、心拍数とともに記録されることが望ましい。記録に際して対象
の選択バイアスが入らないように指導する。プリンターによる記録の打ち出しあるいは電
子メモリーによる血圧値の記録が望ましい。

• 集計
家庭血圧は朝の１回目の血圧、晩の１回目の血圧のある期間にわたる平均値を用いて、そ
れぞれ別個に評価する。同時に標準偏差を算出することも必要である。また記録された全
ての値は評価の対象となることから、別途すべての値も集計されることが望ましい。

• 評価
家庭血圧は135/80mmHg以上をもって高血圧と診断し、135/85mmHg以上ならば確実な高血
圧として降圧治療の対象とする。一方、125/80mmHg未満を家庭血圧の正常とし、
125/75mmHg未満を確実な正常血圧と判定する。

家庭血圧測定ガイドライン
2003年日本高血圧学会家庭血圧測定条件設定作業部会（部会長：今井潤東北大学大学院教授）
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仮面高血圧とは
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Isolated ambulatory hypertension

Reversed white coat hypertension

White coat normotension

仮面高血圧　Masked hypertension

診察室では正常だが、24時間血圧また
は家庭血圧値が高血圧を呈する例
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（症例提供：東京都老人医療センター桑島先生）
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異なる作用時間の降圧薬の日内変動パターン

Elliot HL. : J. Hypertens. 14（Suppl. 4）. S15-S19, 1996
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仮面高血圧の診断と治療

仮面高血圧

＜診断＞
　　　　　「家庭血圧」の測定

＜治療＞
　　　　　作用時間の長い降圧薬の使用
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Guillaume Bobrie et al,JAMA,291,1342,2004
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• 外来血圧だけでなく、朝の血圧、夜の血圧も十分
にコントロールする必要がある．

• そうするためには長時間作用する降圧薬が望まし
い．

• １日１回の服薬では不十分で朝夕の２回の内服が
必要な場合が多い．

仮面高血圧のデータからわかること
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各血圧測定法の特性
 診察室血圧 自由行動下血圧 家庭血圧

測定頻度 低 高 高

測定標準化 困難 不要 可

短期変動性の評価 不可 可 不可

概日変動性の評価
（夜間血圧の評価）＊

不可 可 可＊

薬効評価 可 適 最適

薬効持続時間の評価 不可 可 最良

長期変動性の評価 不可 不可 可

再現性 不良 良 最良

白衣現象 有 無 無
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高血圧の診断基準
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高血圧の定義 WHO 2000

分類
最高血圧

(収縮期血圧)

最低血圧
(拡張期血圧)

高血圧 140mmHg以上 90mmHg以上

正常高値 135-139mmHg 80-90mmHg

正常 130mmHg未満 80mmHg未満
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• 心血管疾患の危険は115 / 75の血圧で始まり、20 / 

10増す毎に2倍になる．
• 55歳で正常血圧の人も生涯では90%が高血圧を発
症する．

• 収縮期血圧120-139もしくは拡張期血圧80-89の個
人は前高血圧として考慮されるべきであり、心血
管疾患を防ぐためには健康を促進するための生活
習慣改善の必要がある．
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高血圧の定義 JNC7 2003

分類
最高血圧

(収縮期血圧)

最低血圧
(拡張期血圧)

生活習慣
の修正

降圧薬

正常 120mmHg未満 80mmHg未満 勧める

前高血圧 120-139mmHg 80-89mmHg 行う
積極的適応が
あれば行う

ステージ１
 高血圧

140-159mmHg 90-99mmHg 行う
単剤あるいは
併用

ステージ２ 

高血圧
160以上 100以上 行う 併用
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成人における血圧値の分類（mmHg）
分類 収縮期血圧　拡張期血圧

至適血圧 <120 かつ <80

正常血圧 <130 かつ <85

正常高値血圧 130-139 または 85-89

I度高血圧 140-159 または 90-99

II度高血圧 160-179 または 100-109

III度高血圧 ≧180 または ≧110

（孤立性）収縮期高血圧 ≧140 かつ <90

高血圧治療ガイドライン (JSH 2009)
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Ohasama(大迫)研究

• 1986年に開始された岩手県大迫町の一般住民を対象とした高血圧・
循環器疾患に関する研究です。

• 岩手県花巻市大迫町 (以下、大迫町)は盛岡の南 30 km に位置し、果
樹栽培を主体とした兼業農家で成り立つ、東北地方の典型的な一農
村である。本研究の開始時(1986 年)、大迫町の人口は 9,300 であっ
たが、若年者の流出、出産の減少、高齢者の死亡により 合併前の 

2006 年で人口は 6,600 に減少するといういわゆる過疎の町である
• 大迫町の医療機関は唯一岩手県立大迫病院 (現・大迫地域診療セン
ター)のみが存在するといって過言ではなく、ほとんどすべての旧町
民の診療録がこの病院に保存されている。
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• 岩手県大迫町（現・花巻市）の全住民（7歳以上）に家庭用血圧計
が配布され、日常生活のなかで血圧測定を行いながら、そのデー
タを基に高血圧と病気との関連性の調査が進められました（現在
も進行中）。家庭血圧を指標とした長期的な地域調査としては、
世界に先駆けた画期的なものです。

• 診療所血圧よりも家庭血圧の方が、脳卒中発症の予測精度が高い
ことを証明。住民のデータから導いた高血圧135 / 85以上、正常血
圧125 / 80未満の基準値は、97年に米国合同委員会、99年には世界
保健機関（WHO）に採用され、高血圧予防や臨床に活用されてい
る。
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異なる測定法における高血圧基準（mmHg）

 収縮期血圧 拡張期血圧

診察室血圧 140 90

家庭血圧 135 85

自由行動下血圧
24時間
昼間
夜間

130
135
120

80
85
70

高血圧治療ガイドライン (JSH 2009)
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家庭血圧か診察時血圧か
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• 大迫研究で診療所血圧よりも家庭血圧の方が、脳
卒中発症の予測精度が高いことが証明されてい
る。
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Q. 収縮期血圧と拡張期血圧はどちら
が大切か？

• A. 50歳以上では、収縮期血圧140 mmHg以上は、拡
張期血圧よりもはるかに重要な心血管疾患危険因
子です。

2011年2月27日日曜日



• 最初から、拡張期血圧(DBP)対収縮期血圧のどちらが重要かの意見が変遷している。血圧
計の進歩により、拡張期血圧を測定に専念するという気まぐれに陥ったように思える。
1900年年代早期、高い収縮血圧は“心臓の強さ”を、高い拡張期血圧は末梢血管抵抗を反
映していると考えられ、心臓、血管系への負荷が一定に影響を与え、拡張期血圧の増加
が心臓への悪化要因となると考えられた。さらに拡張期血圧は再現性が良いため、高血
圧の診断、 stagingの一義的パラメーターとして選択されたり、多くの臨床トライアルでメ
インの目標とされたりしている。しかし、Framingham Study30年以上の報告について、付
加的な最近の20年の研究で、CVDのリスクを推測するためDBPに焦点がおかれたもので
あった。結局、SBPと脈圧(PP)がDBPよりCVDの予後の良好な因子であることが示され
た。

• DBP 優性の状態のためにこのデータが長期間無視され続けてきたが、エビデンスの強さ
を重視する世になり、NHBPEPからの臨床的advisory statementとして、診断、病期、血圧
の治療管理、特に中年から高齢者においてSBPを第一判断基準とするように宣言されてい
る。

Circulation. 2005;111:697-716

Arch Intern Med. 2002;162:506-508.

Arch Intern Med. 2002;162:577-581.
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Relative ability of different blood pressure indices 
(measured once only) to predict stroke and 

ischaemic heart disease (IHD) mortality rates

The Lancet 2002; 360:1903-1913
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血圧の上下の差は？
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• 収縮期血圧ー拡張期血圧＝脈圧
• 脈圧の開大が独立した心血管リスクであることの
証拠は収縮期高血圧の収縮期血圧低下に着目した
研究における罹患率、死亡率により確立されてい
る．現時点では、高血圧の高齢者の脈圧を減少さ
せることにより結果が良くなるということは確立
していない．

Curr Cardiol Rep. 2002 Nov;4(6):463-7.
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高血圧の治療
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治療の目的

• 高血圧治療の目的は，高血圧の持続によってもた
らされる心臓と血管の障害に基づく心血管病の発
症と，それらによる機能の障害や死亡を抑制し，
また，すでに心血管病を発症している場合にはそ
の進展，再発を抑制して死亡を減少させることで
ある。そして高血圧患者が健常者と変わらない充
実した日常生活を送れるように支援することであ
る。
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降圧のメリット

平均減少率

脳卒中 35–40%

心筋梗塞 20–25%

心不全 50%

http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/express.pdf
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降圧目標
  診察室血圧 家庭血圧

若年者・中年者 130/85mmHg未満 125/80mmHg未満

高齢者 140/90mmHg未満 135/85mmHg未満

糖尿病患者
CKD患者

心筋梗塞後患者
130/80mmHg未満 125/75mmHg未満

脳血管障害患者 140/90mmHg未満 135/85mmHg未満
高血圧治療ガイドライン (JSH 2009)
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治療を始める前に
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心血管病の危険因子

• 高齢（65歳以上）
• 喫煙
• 収縮期血圧，拡張期血圧レベル
• 脂質異常症

• 低HDLコレステロール血症（<40mg/dL）
• 高LDLコレステロール血症（≧140mg/dL）
• 高トリグリセライド血症（≧150mg/dL）

• 肥満（BMI≧25）（特に腹部肥満）
• メタボリックシンドローム＊1

• 若年（50歳未満）発症の心血管病の家族歴
• 糖尿病

• 空腹時血糖≧126mg/dL

• あるいは
• 負荷後血糖2時間値≧200mg/dL
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臓器障害／心血管病
• 脳

• 脳出血・脳梗塞
• 無症候性脳血管障害
• 一過性脳虚血発作

• 心臓
• 左室肥大（心電図，心エコー）
• 狭心症・心筋梗塞・冠動脈再建
• 心不全

• 腎臓
• 蛋白尿（尿微量アルブミン排泄を
含む）

• 低いeGFR＊2（<60mL/分/1.73m2）

• 慢性腎臓病（CKD）・確立された
腎疾患（糖尿病性腎症・腎不全な
ど）

• 血管
• 動脈硬化性プラーク
• 頸動脈内膜・中膜壁厚　>1.0mm

• 大血管疾患
• 閉塞性動脈疾患（低い足関節上腕
血圧比：ABI<0.9）

• 眼底
• 高血圧性網膜症
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同定可能な（治せる）高血圧の原因

• 睡眠時無呼吸
• 薬物誘発性あるいは関連の原因
• 慢性腎臓病
• 原発性アルドステロン症
• 腎血管性高血圧
• 慢性ステロイド治療およびクッシング症候群
• 褐色細胞腫
• 大動脈縮窄症
• 甲状腺あるいは副甲状腺疾患
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二次性高血圧
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睡眠時無呼吸症候群

• 主に肥満が原因となり、気道の脂肪組織が増加
し、睡眠中に気道を閉塞してしまう．

• 無呼吸時には低酸素状態となり、交感神経を活性
化し、血圧が上昇する．

• 朝の高血圧や仮面高血圧の原因となる．
• 高血圧だけでなく、更に心筋梗塞や脳卒中を起こ
しやすくなる．

• 昼間の眠気から様々な事故の原因となる．
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持続陽圧呼吸（CPAP）
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内分泌性高血圧
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原発性アルドステロン症

• 薬も減塩も効かない!？急増する謎の高血圧
• ためしてガッテン
• 2010年2月10日放送
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• 年齢や生活習慣とは無関係、健康な人にも突然襲い
かかり、血圧を下げる薬もほとんど効果がない
「謎の高血圧」です。

• しかも脳卒中の危険度は普通の高血圧の4倍以上。
• 患者数は最大で400万人とも言われる超危険な高血圧
なんです。

• 何よりも恐ろしいのは、普通の高血圧とは見分けが
つかないのに「対策は異なる」ということ。

• つまり、それを知らないまま一生懸命生活改善に励
んだり、ほとんど効果のない降圧剤を飲み続けてい
る人がたくさんいることが判明したのです。
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• ところが30代の男性Aさんの場合。これまで120（mmHg）程度だった
上の血圧が、ある時、190にまで上昇していることに気づいたのです。

• また、その他の特徴も「普通の高血圧」とはことごとく異なります。
• 減塩の効果がない、食事管理の効果がない、運動の効果がない。そし
て最も怖いのが、降圧剤の効果も初めだけ。次第に効果が弱まってい
くというものでした。

• それなのに、脳卒中の危険は普通の高血圧に比べて4.2倍も高いという
のです。

• 一体どうしてこんなことが起こってしまうのでしょうか？

薬も減塩も効果がない!?謎の高血圧
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謎の高血圧のカギを握る「ある臓
器」とは？

• 一見、普通の高血圧と見分けがつかない「謎の高血圧」ですが、実は
患者さんには、共通して「ある臓器」に問題があることが明らかにな
りました。

• それは「副腎」です。
• 「腎臓」の上に乗っている3cm程度の臓器で、一見、腎臓の一部のよう
にも見えますが、全くの別物だったのです。
以前、番組では生活習慣病などでダメージを受けた腎臓が血圧上昇を
招く要因になることをお伝えしました。ところが謎の高血圧は、それ
とは異なり、副腎に異常が起こっていたことが問題だったのです。

• 一体それは何なのでしょうか？
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原因は副腎から出る「あるホルモ
ン」の不思議な働き！

• 謎の高血圧には副腎から出るホルモンが深く関わっていることが明らかになりました。名前を「アルドステ
ロン」と言います。アルドステロンは塩分に含まれるナトリウムを確保するホルモンです。ナトリウムは生物
の筋肉や心臓を動かすのに必要なので、人間が健康に生きていく上でなくてはならないホルモンだったので
す。では、なぜそんなホルモンが謎の高血圧を引き起こすのでしょうか？

• 実は、アルドステロンは魚にはなく、人間にあるということが判明しました。

• 海にすむ魚の場合、周囲はナトリウムが豊富なので、アルドステロンが不要です。

• ところが陸にすむ人間の場合、摂取したナトリウムが排出されないように、体内に確保する必要がありまし
た。そこで発達したのがアルドステロンだったのです。

• 謎の高血圧に悩まされる患者さんは、ある異変によりアルドステロンが増加していることがわかりました。

• そのため、必要以上のナトリウムを血中に取り込んでしまいます。すると、体はナトリウムを薄めようと、血
液中の水分を増やします。その結果、血液は血管を圧迫し、高血圧が引き起こされていたのです。

• そしてアルドステロンを増加させていた原因は、副腎にできたわずか数ミリ程度の腫瘍（しゅよう）でし
た。

• 何らかの理由で、副腎の細胞が増えてしまっていたのです。腫瘍と言ってもほとんどの場合が良性で転移はし
ませんが、血圧の上昇を招く原因になっていました。

• この謎の高血圧を「原発性アルドステロン症」と言い ます。腫瘍ができる原因はわかっていません。
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謎の高血圧を早期発見する！治す！

• 原発性アルドステロン症を早期発見する方法は「血液検査」です。採血して血中に含
まれるアルドステロンを調べることで、この病気の疑いがあるかどうかがわかるよう
になってきました。

• 血液検査を受けた後は、「ホルモンの精密検査」や「CT検査」など患者さんの病状に
合わせた検査を選び、診断を確定します。

• その後は「手術」です。正確には「腹腔鏡下（ふくくうきょうか）副腎摘出術」と言
います。

• お腹に1cmほどの穴をあけ、異常のある副腎を摘出するのです。入院は5～7日程度、
費用は20万円程度です。

• 移植できる腎臓と同様、副腎も2つあるため、1つ摘出しても特に問題はありません。
ただ両方の副腎に腫瘍ができてしまった場合は「アルドステロンきっ抗薬」という薬
でホルモンの働きを抑えることができます。
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原発性アルドステロン症の診断

• スクリーニング法
• まず、高血圧患者を対象に、血漿アルドステロン濃度(PAC)、血漿レニン活性(PRA)の測
定を行う（安静坐位）。PAC≧15ng/dl、PRA＜1.0ng/ml/hr、アルドステロン/レニン比高値
（PAC(ng/dl)/PRA(ng/ml/hr)比＞20）の時に疑う。

• 確定診断法 

• アルドステロン/レニン比高値でも偽陽性があり、低カリウム血症があれば補正後に以
下の確定診断を行う。(1)カプトプリル試験、(2)立位フロセミド負荷試験、(3)生理食塩
水試験、(4)経口食塩負荷試験、(5)フルドロコルチゾン負荷試験などを行う

• 局在診断法
• PAの腫瘍は小さいのが特徴であり、腫瘍径6mm未満の腫瘍はCTでは検出できない。ま
た、４０歳以上では副腎偶発腫瘍の頻度が増加し、アルドステロン産生病変とは限らな
い。そこで、手術を前提とする症例では、ACTH負荷副腎静脈サンプリング検査が必須
である。

2011年2月27日日曜日



原発性アルドステロン症の画像
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Jerome W. Conn
September 24, 1907 — June 11, 1981
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褐色細胞腫

• 褐色細胞腫（かっしょくさいぼうしゅ、
Pheochromocytoma）は腫瘍組織型の1つで、副腎髄
質や傍神経節から発生するカテコールアミン産生
腫瘍。統計的理由から俗に10%病とも言い、症状か
ら俗に5H病とも言う。
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• １０％病
• 副腎外発生が約10%

• 両側性発生が約10%

• 悪性腫瘍が約10%

• 家族内発生が約10%

• 小児発生が約10%

• ５H病
• 高血圧

(Hypertension)
• 代謝亢進

(Hypermetabolism)

• 高血糖
(Hyperglycemia)

• 頭痛(Headache)

• 発汗過多
(Hyperhydrosis) 等が
ある。頭文字を
取って俗に5H病と
も言う。

• ちなみに最初の3つ
は、｢Howardの3徴｣
ともいう。
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クッシング症候群

• コルチゾールの自律性かつ過剰分泌によりクッシング徴候，高血
圧，糖尿病などを呈する。男女比は1：3から1：4と女性に多い。副
腎皮質刺激ホルモン（ACTH）非依存性とACTH依存性に大別され，
前者には副腎腺腫による狭義のクッシング症候群，ACTH非依存性
大結節性副腎過形成（AIMAH）などが，後者には下垂体ACTH産生
腫瘍によるクッシング病，異所性ACTH産生腫瘍がある。
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Harvey Williams Cushing, M.D. 
April 8, 1869 - October 7, 1939
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甲状腺機能亢進症

• 収縮期高血圧と脈圧の増大を認める。動悸，振戦，食欲亢進，体重
減少，甲状腺腫，眼球突出などの自他覚所見から疑う。FT3，FT4，
TSHおよび甲状腺自己抗体（TSAbまたはTRAb）を測定して診断す
る。治療は主に抗甲状腺薬投与である。動悸，頻脈および収縮期高
血圧のコントロールにβ遮断薬が有効であり，抗甲状腺薬投与前か
ら甲状腺機能の正常化まで用いられる。無痛性甲状腺炎などその他
の甲状腺中毒症との鑑別のため専門医への紹介が勧められる。
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甲状腺機能低下症

• 橋本病が主な原因である。高血圧を合併すること
が知られるが，高血圧から診断されることはまれ
である。倦怠感などの非特異的な症状，甲状腺
腫，高コレステロール血症などが発見のきっかけ
となる。治療はレボチロキシンナトリウムの補充
療法である。高血圧はCa拮抗薬，RA系阻害薬など
で治療する。
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腎実質性高血圧

• 腎実質性高血圧とは腎実質性疾患に伴って発症する高血圧で，二次
性高血圧として頻度が高い。

• 高血圧が発症すると腎症の進行が加速されるため，降圧療法は心血
管事故抑制と腎保護の両面で重要である。

• 糸球体疾患（糸球体腎炎や糖尿病性腎症）では一般に糸球体血圧が
上昇し，尿蛋白量は多い。RA系阻害薬を中心とする積極的降圧（目
標：125／75mmHg未満）が必須である。
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腎血管性高血圧

• 腎血管性高血圧（RVHT）は腎動脈の狭窄や閉塞に
よる高血圧で，全高血圧患者の約1％にみられる。
中・高年者では粥状動脈硬化が，若年者では線維
筋性異形成が主な成因となる。

• RVHTの治療では，経皮的腎動脈形成術（PTRA）が
行われる。PTRAは降圧には有効であるが，腎保護
効果のエビデンスは十分ではない。外科的血行再
建術が適応となる場合もある。
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大動脈炎症候群
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• 　大動脈炎症候群（高安動脈炎）は大動脈およびその主要分枝や
肺動脈，冠動脈に閉塞性，あるいは拡張性病変をもたらす，依然と
して原因不明の非特異的大型血管炎である。本症は特に女性に頻
度が高く，脈拍・血圧の左右差，頸部あるいは腹部血管雑音の聴
取，頸動脈洞反射の亢進などを主要所見とする。本症の約4割に高
血圧を認め，本症の予後と大きく関連する。近年，FDG-PETによる
診断法が確立されてきた。その発生機序は単一ではなく，［1］腎
血管性高血圧，［2］大動脈狭窄性高血圧（異型大動脈縮窄症），
［3］大動脈弁閉鎖不全性高血圧，［4］大動脈壁硬化性高血圧な
どの各要素がある。
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高安 右人　たかやす みきと
1860年9月4日- 1938年11月20日
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CT
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大動脈弁閉鎖不全症

• 大動脈弁は、心臓の出口にあるドアで、心臓から大動脈に血液が押
し出される時に開き、その後大動脈から血液が逆流しないように閉
まるという事を繰り返しています。

• 　大動脈弁閉鎖不全症(へいさふぜんしょう)は、心臓の出口である
大動脈弁の閉まりが悪くなり、心臓から大動脈に押し出された血液
が再び心臓内に逆流する病気です。押し出した血液が戻ってくるた
め心臓にとって大きな負担となり、罹患期間(りかんきかん)や重症
度によって呼吸困難などの心不全症状が出現します。

• 大動脈弁自体の弁の障害によるもの
• 大動脈の障害によるもの
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医原性高血圧

• 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）
• 甘草製剤
• 糖質コルチコイド
• シクロスポリン
• 造血因子であるエリスロポエチン
• エストロゲン
• 交感神経刺激薬
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薬剤誘発性高血圧の原因薬物と高血圧治療法
原因薬物 高血圧の原因 高血圧治療への対策

非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）
腎プロスタグランジン産生抑制による水・Na貯留と
血管拡張抑制，ACE阻害薬・ARB・β遮断薬・利尿薬
の降圧効果を減弱

NSAIDsの減量・中止，使用
降圧薬の増量，Ca拮抗薬

カンゾウ（甘草）
グリチルリチンを含有する肝疾患治療薬，消化器疾患治療
薬，漢方薬，健康補助食品，化粧品など

11β水酸化ステロイド脱水素酵素阻害によるコルチ
ゾール半減期延長に伴う内因性ステロイド作用増強
を介した水・Naの貯留とK低下

漢方薬などの減量・中止，ア
ルドステロン拮抗薬

グルココルチコイド
レニン基質の産生増加，エリスロポエチン産生増
加，NO産生抑制などが考えられるが十分には解明
されていない

グルココルチコイドの減量・
中止，Ca拮抗薬，ACE阻害
薬，ARB，β遮断薬，利尿薬
など

シクロスポリン・タクロリムス
腎毒性，交感神経賦活，カルシニューリン抑制，血
管内皮機能障害

Ca拮抗薬，Ca拮抗薬とACE阻
害薬の併用，利尿薬など

エリスロポエチン
血液粘稠度増加，血管内皮機能障害，細胞内Na濃度
増加など

エリスロポエチンの減量・中
止，Ca拮抗薬，ACE阻害薬，
ARB，β遮断薬，利尿薬など

エストロゲン
経口避妊薬，ホルモン補充療法

レニン基質の産生増加
エストロゲン製剤の使用中
止，ACE阻害薬，ARB

交感神経刺激作用を有する薬物
フェニルプロパノールアミン，三環系抗うつ薬，四環系抗
うつ薬，モノアミン酸化酵素阻害薬など

α受容体刺激，交感神経末端でのカテコールアミン
再取り込みの抑制など

交感神経刺激作用を有する薬
物の減量・中止，α遮断薬
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生活習慣の改善
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修正 推奨 血圧低下

減量 正常の体重を保つ 5-20 mmHg/
10kg

DASH食
果物、野菜が豊富で、飽和脂肪酸と総脂肪を減ら
した低脂肪の乳製品の食事

8–14 mmHg

食塩制限 ナトリウムで2.4 g あるいは食塩で 6 g 2–8 mmHg

身体活動
規則的に速歩のような有酸素運動を行う（すく
なくとも１日３０分、１週間のほとんど）

4–9 mmHg

アルコー
ル消費の
適正化

１日に男性でエタノールで30ml、例えばワイン
280ml、ビール700ml、女性、体重の軽い人ではそ
の半分を超えないようにする

2–4 mmHg
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N Engl J Med 2010;362:590-9.
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N Engl J Med 2010;362:590-9.

心疾患 全心筋梗塞

脳卒中 全死亡
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簡単な減塩法

• 汁ものは具沢山で汁は少なく　−１g

• 味噌を減塩味噌に変える　−１g

• 漬け物は浅漬けを選ぶ　−１g

• 漬け物は残す　−２～３g

• 魚は干物でなく、生魚を焼く　−１g

• 麺類のスープを残す　−２～３g

• 調味料をかけずに小皿にとって付ける　−１～２g

• そば湯につゆを入れない　−２～３g

「血圧を自分で改善」島田和幸著　法研出版より引用
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of Healthful Dietary Patterns, Sodium Reduction, and Weight Loss
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Sodium Reduction, the DASH Diet, and Changes in Systolic Blood Pressure

clinical ther apeutics

n engl j med 362;22 nejm.org june 3, 2010 2105

constant levels. After 8 weeks, among the par-
ticipants with hypertension, the diet rich in fruits 
and vegetables reduced systolic and diastolic 
blood pressure by 7.2 and 2.8 mm Hg more, re-
spectively, than the control diet (P<0.001 and 
P = 0.01, respectively). The combination diet re-
sulted in greater reductions (11.4 and 5.5 mm Hg, 
respectively, as compared with the control diet; 
P<0.001 for each). The effects were less pro-
nounced among participants who did not have 
hypertension at baseline.

In a subsequent trial, the effect of various 
levels of sodium intake was studied in the con-
text of the DASH diet in 412 participants with 
blood pressure levels at enrollment similar to 
those of participants in the original DASH trial.53 
Patients were randomly assigned to either the 
DASH “combination” diet (now commonly termed 
the DASH diet) or a control diet. Participants in 
each group were then given a diet with high, 
intermediate, and low levels of sodium (3.5, 2.3, 
and 1.2 g per day, respectively) for 30 days each 
in random order. Body weight was held constant 
by adjusting total caloric intake. Reducing sodi-
um intake resulted in a significant incremental 
reduction in both systolic and diastolic blood 
pressure in both groups (Fig. 2).

In a secondary analysis from the sodium trial, 
the blood-pressure–lowering effects of the DASH 
diet and low sodium were each accentuated as 
age increased54 (Fig. 3). Systolic blood pressure 
was 12 mm Hg higher among participants be-
tween 55 and 76 years of age than among those 
between 21 and 41 years of age when they were 
given a typical U.S. diet that was high in sodium. 
This difference in systolic blood pressure is simi-
lar to that in the U.S. population when the same 
age groups are compared.55 In marked contrast, 
systolic blood pressure was the same among 
older and younger participants when they were 
given the DASH diet with low sodium content. 
This finding suggests that the typical rise in 
blood pressure that occurs with age during adult 
life may be prevented or reversed if the low-
sodium DASH diet is followed.

Women, blacks, and those with the metabolic 
syndrome have a mildly enhanced reduction in 
blood pressure in response to a low-sodium 
diet.53,54,56,57 It is not possible to identify indi-
vidual patients for whom sodium reduction is 
especially effective58 (see Section 3 in the Sup-
plementary Appendix).

Two reduced-carbohydrate versions of the 

DASH diet were studied in 164 adults enrolled in 
the Optimal Macronutrient Intake Trial to Pre-
vent Heart Disease (OmniHeart).46,50 One diet 
higher in unsaturated fat and another higher in 
protein were compared with a diet similar to the 
standard DASH diet but slightly higher in carbo-
hydrates. As compared with the high-carbohy-
drate diet, the high-protein diet reduced mean 
systolic blood pressure in participants with hy-
pertension by 3.5 mm Hg and mean diastolic 
blood pressure by 2.4 mm Hg (P = 0.006 and 
P = 0.008, respectively).50 The comparable effects 
of the diet high in unsaturated fat were 2.9 and 
1.9 mm Hg, respectively (P = 0.02 for both). As 
with the DASH diet itself, these effects were less 
pronounced in participants who did not have 
hypertension at baseline.

The traditional Mediterranean diet47,48 has 
many similarities to DASH-type diets, especially 

Figure!2.!Sodium!Reduction,!the!DASH!Diet,!and!Changes!in!Systolic!Blood!
Pressure.

The figure shows the additive beneficial effects of the DASH diet and reduced 
intake of sodium on systolic blood pressure in patients with mild hyperten-
sion who were older than 45 years of age. The participants were a subgroup 
of those in the study of the effects of the DASH diet and reductions in dietary 
sodium,53 who were randomly assigned to follow a DASH diet (33 partici-
pants) or a typical U.S. diet (37 participants) for 90 days. During that period, 
each group consumed three versions of the diet adjusted for daily sodium 
content. The participants in each group consumed each of the sodium- 
adjusted diets for 30 days in a crossover design; body weight was held con-
stant. The two downward-sloping arrows on the left depict the effect of in-
termediate sodium intake as compared with higher sodium intake, and the 
two downward-sloping arrows on the right depict the effect of lower sodium 
intake as compared with intermediate sodium intake. The dotted lines show 
the effect of the DASH diet as compared with the typical U.S. diet at each 
level of dietary sodium. Numbers shown represent the mean changes with 
95% confidence intervals. Adapted from Bray et al.54

N Engl J Med 2010:362:2102-12
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Effects of a Low-Sodium DASH Diet on Systolic Blood Pressure with Increasing 
Age

T h e  n e w  e ngl a nd  j o u r na l  o f  m e dic i n e

n engl j med 362;22 nejm.org june 3, 20102106

to the diet from the OmniHeart study that was 
higher in unsaturated fat. In controlled trials 
involving patients with the metabolic syndrome51 
or type 2 diabetes,52 a reduced-carbohydrate Med-
iterranean diet lowered blood pressure and im-
proved serum lipid levels more than a low-fat 
diet. In these trials, unlike the DASH trials, 
weight was not held constant through caloric 
adjustment; in both cases, patients assigned to 
the Mediterranean diet lost more weight than 
those assigned to the low-fat diet.

Epidemiologic studies generally support evi-
dence from clinical trials on the effects of di-
etary management, as do community-based and 
clinic-based intervention programs (see Sections 
4 and 5 in the Supplementary Appendix).

The effect of adding weight loss to the DASH 
diet was evaluated in 144 adults in the Exercise 

and Nutrition Interventions for Cardiovascular 
Health (ENCORE) study.59 Participants were ran-
domly assigned to a control diet, to the DASH 
diet alone, or to a reduced-calorie modification 
of the DASH diet. At 4 months, blood pressure 
was reduced by 3.4/3.8 mm Hg in the control 
group, by 11.2/7.5 mm Hg in the group given the 
DASH diet alone (P<0.001 for both systolic and 
diastolic pressures as compared with the control 
diet), and 16.1/9.9 mm Hg with the DASH diet 
plus weight management (P = 0.02 for systolic 
blood pressure and P = 0.05 for diastolic blood 
pressure as compared with the DASH diet alone).

Clinical Use
Dietary management is appropriate for all pa-
tients with hypertension. In addition, patients with 
prehypertension (systolic blood pressure between 
120 and 139 mm Hg or diastolic blood pressure 
between 80 and 89 mm Hg) should adopt the 
same dietary changes, given the benefit of di-
etary therapy at these blood-pressure levels.

Drug therapy plays an essential role in treat-
ing hypertension. The Seventh Report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Pres-
sure emphasizes that in patients for whom life-
style modification (including dietary therapy, 
physical activity, and moderation of alcohol con-
sumption) does not reduce blood pressure below 
140/90 mm Hg (or 130/80 mm Hg for patients 
with diabetes or chronic renal disease), drug 
therapy should be implemented and modified 
over time given a patient’s response.2 However, 
medication should not supplant dietary manage-
ment; rather, the two forms of treatment should 
be considered complementary. The DASH diet is 
effective in combination with angiotensin-recep-
tor blockers.60 Sodium reduction is highly effec-
tive in older patients with hypertension who are 
taking antihypertensive medicines61 and in those 
with resistant hypertension taking several anti-
hypertensive agents.62

We guide patients in adopting a healthful diet 
with the use of a chart or table such as that 
shown in Table 1. In simple terms, we encourage 
patients to eat poultry, fish, nuts, and legumes 
instead of red meat; low-fat and nonfat dairy 
products instead of full-fat dairy products; veg-
etables and fruit instead of snacks and desserts 
high in sugars; breads and pastas made from 
whole grain instead of white flour; fruit itself 

Figure!3.!Effects!of!a!Low-Sodium!DASH!Diet!!
on!Systolic!Blood!Pressure!with!Increasing!Age.

A total of 412 participants were randomly assigned to 
follow a DASH diet (208 participants) or a typical U.S. 
diet (control group, 204 participants) for 90 days. Dur-
ing that period, each group consumed three versions 
of the diet adjusted for daily sodium content: high (3.5 g), 
intermediate (2.3 g), and low (1.2 g). The participants 
in each group consumed each of the sodium-adjusted 
diets for 30 days in a crossover design; body weight 
was held constant. Mean (±SD) systolic blood pressure 
is depicted for the DASH group during the period of 
low sodium intake and for the control group during the 
period of high sodium intake, according to age, at the 
end of the 30-day period; there were 45 to 58 partici-
pants per group in each of the four age ranges shown. 
The slope for the control group during the period of 
high sodium intake was 0.3 mm Hg per year, spanning 
30 years. The slope for the DASH-diet group during  
the period of low sodium intake was 0 mm Hg per year. 
I bars denote 95% confidence intervals. Data are from 
Sacks et al.53

N Engl J Med 2010:362:2102-12

2011年2月27日日曜日



2011年2月27日日曜日



2011年2月27日日曜日



2011年2月27日日曜日



薬物療法
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薬物療法をいつから
始めるのか
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（診察室）血圧に基づいた脳心血管
リスク層別化
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初診時の高血圧管理計画
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降圧薬の種類

2011年2月27日日曜日



2011年2月27日日曜日



2011年2月27日日曜日



2011年2月27日日曜日



VA Cooperative Study（Veterans 

Administration Cooperative Study）
• 【 目的】　降圧治療を受けていない男性高血圧［拡張期血圧(1)DBP 

115～129mmHg，(2)90～114mmHg］において，降圧治療の死亡およ
び合併症の抑制効果を検討。

• 【 対象】　(1)VA-DBP 115～129mmHgの143例（すべて男性），(2)

VA-DBP 90～114mmHgの380例（すべて男性）。
• 【 治療】

• (1)VA-DBP 115～129群：実薬群（73例）；hydralazine hydrochloride 

25→ 50mg×3回/日，プラセボ群（70例）。
• (2)VA-DBP 90～114mmHg群：実薬群（186例），プラセボ群（194

例）。
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• (1)DBP 115～129mmHg群：2年後の実薬群の降圧は43/29.7mmHgと有
意に低下したが，プラセボ群に有意な変化は認められなかった。死
亡は実薬群0例，プラセボ群4例。イベントの発症は実薬群2例，プラ
セボ群27例で，実薬群で有意に抑制された（p＜0.001）。

• (2)DBP 90～114mmHg群：SBPは実薬群で27.2mmHg低下し，プラセボ
群では4.2mmHg上昇，DBPは各17.4mmHg低下，1.2mmHg上昇した。
高血圧，動脈硬化関連による死亡は8例 vs 19例。イベントの発症は
実薬群22例，プラセボ群76例。治療の有効性は冠動脈疾患の抑制効
果よりもうっ血性心不全および脳卒中抑制効果の方が顕著であっ
た。有効性の度合いは登録時の血圧値と相関した。

【結果】
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降圧と心血管系イベントの
相関
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拡張期血圧の低下と心血管系イベントの
発症リスク
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［Cook NR, et al：Arch Intern Med 155, 701-709(1995)一部改変］
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心血管疾患死

-5 0 5 10 15 20 25

PART2/SCAT
ATMH

CAPPP

STOP2/CCBs

STONE
HOPE

UKPDS L vs H
Syst-China

STOP1

HEP

Syst-Eur

SHEP

RCT70-80

EWPHE

MRC2
MRC1HOT M vs H

HOT L vs H
INSIGHTNORDIL

STOP2/ACEIs

UKPDS C vs A

MIDAS/NICS/VHAS p=0.003

大規模介入試験における降圧薬治療の有効性

［Staessen JA, et al：Lancet 358, 1305-1315(2001)］

オ
ッ
ズ
比
（
試
験
薬
群
／
対
照
群
）

⊿収縮期血圧（mmHg）（対照群－試験薬群）

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

0.25

2011年2月27日日曜日



  

大規模介入試験における降圧薬治療の有効性
心血管事故

［Staessen JA, et al：Lancet 358, 1305-1315(2001)］
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治療後の平均血圧

糸
球
体
濾
過
値
の
減
少
率

119
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（mL/分/年）

1161131101071041019895
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-8

（mmHg）

130/85 140/90

r=0.69 ; p<0.05

治療開始前

腎機能障害患者における治療後血圧と
糸球体濾過値の減少率との関係

［Bakris GL, et al : Am J Kidney Dis 36, 646-661(2000)］

（9つの研究のまとめ）
• Parving HH et al.: BMJ. 1989
• Moschio G et al.: N Engl J Med. 1996
• Viberti GC et al.: JAMA. 1993
• Bakris GL et al.: Kidney Int. 1996
• Klaur S et al.: N Engl J Med. 1993
• Bakris GL et al.: Hypertension. 1997
• Hebert L et al.: Kidney Int. 1994
• GISEN Group.: Lancet. 1997
•Lebovitz H et al.: Kidney Int. 1994
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大規模な9報の観察研究の解析
（全症例420,000例，脳卒中発症843例，冠動脈疾患発症4,856例，追跡期間6～25年）

脳
卒
中
発
症
の
相
対
危
険
度

図中の■の大きさは各群の危険度の大きさを示し，｜は95％信頼区間を示す
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拡張期血圧と
脳卒中および冠動脈疾患発症の関係

［MacMahon S, et al：Lancet 335, 765-774(1990)］

［対　象］9つの大規模前向き試験の被験者420,000例（脳卒中発症：7試験843例、冠動脈疾患発症：9試験4,856例）
［方　法］9つの試験（追跡期間：6～25年）の結果を統合し、被験者を拡張期血圧（ベースライン測定値）によって5つの

カテゴリーに細分。脳卒中および冠動脈疾患発症の相対危険度を各カテゴリーごとに算出し、拡張期血圧と各
疾患発症との関係を検討した。 
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102 : 158
60 : 109

127 : 217

275 : 343
222 : 234
174 : 194

　HDFP

　MRC

　他の12研究
　全研究の総和

降圧治療群 : コントロール群
発症数

大規模介入試験にみる降圧治療の効果

［Collins R, et al ：Lancet 335, 827-838(1990)］
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2p＜0.0001
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　諸疫学研究から推測された

　DBP5～6mmHgの長期降圧による

　心血管系合併症の減少率
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降圧と心血管系イベントのリスク
Optimal Treatment (HOT) Trial
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• 現在使用される降圧薬は６種

• 利尿薬
• β遮断薬

• α遮断薬
• カルシウム拮抗薬
• アンギオテンシン変換酵素阻害薬
• アンギオテンシン受容体拮抗薬
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利尿薬利尿薬利尿薬

ループ利尿薬

1 ブメタニド

2 エタクリン酸

3 フロセミド

4 トルセミド

カリウムおよびマグネシウム濃度の低下、血糖値とコレステ
ロール値の一時的な上昇、尿酸値の上昇、男性機能不全、消
化不良

カリウム保持性利尿薬

1 アミロライド

2 スピロノラクトン

3 トリアムテレン

すべての薬剤でカリウム濃度の上昇、消化不良
スピロノラクトンでは、男性の乳房肥大（女性化乳房）、女
性の月経不順

サイアザイドおよびサ
イアザイド系利尿薬

1 クロルタリドン

2 ヒドロクロロチアジド

3 インダパミド

4 メトラゾン

カリウムおよびマグネシウム濃度の低下、カルシウムと尿酸濃
度の上昇、男性機能不全、消化不良
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アドレナリン遮断薬アドレナリン遮断薬アドレナリン遮断薬

アルファ遮断薬

1 ドキサゾシン

2 プラゾシン

3 テラゾシン

初回投薬時の失神、急速な心拍の自覚（動悸）、めまい、起立性低
血圧、むくみ（浮腫）

ベータ遮断薬

1 アセブトロール

2 アテノロール

3 ベタキソロール

4 ビソプロロール

5 カルテオロール

6 メトプロロール

7 ナドロール

8 ペンブトロール

9 ピンドロール

10 プロプラノロール

11 チモロール

気管支けいれん、徐脈（異常に遅い脈拍）、心不全、インスリン注
射後の低血糖症状がわからなくなる恐れ、末梢循環障害、不眠、疲
労感、息切れ、抑うつ、レイノー現象、鮮明な夢、幻覚、性機能不
全
一部の薬剤では中性脂肪値の上昇

アルファ‐ベータ遮断薬
1 カルベジロール

2 ラベタロール
起立性低血圧、気管支けいれん

末梢作用性アドレナリン
遮断薬

1 グアナドレル

2 グアネチジン

3 レセルピン

グアナドレルとグアネチジンでは、下痢、性機能不全、起立性低血
圧、むくみ
レセルピンでは、抑うつ、鼻閉、嗜眠、消化性潰瘍による出血
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カルシウム拮抗薬カルシウム拮抗薬カルシウム拮抗薬

ジヒドロピリジン系

1 アムロジピン

2 フェロジピン

3 イスラジピン

4 ニカルジピン

5 ニフェジピン
（持続型のみ）

6 ニソルジピン

めまい、足首のむくみ、顔
面紅潮、頭痛、胸焼け、歯
ぐきの肥大、頻脈（異常に
速い脈拍）

非ジヒドロピリジン系
1 ジルチアゼム
（持続型のみ）

2 ベラパミル

頭痛、めまい、顔面紅潮、
むくみ、心ブロックなどの
心臓伝導系の障害、徐脈、
心不全、歯ぐきの肥大
ベラパミルでは、便秘
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アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬

 

1 ベナゼプリル

2 カプトプリル

3 エナラプリル

4 フォシノプリル

5 リシノプリル

6 モエキシプリル

7 ペリンドプリル

8 キナプリル

9 ラミプリル

10トランドラプリル

20％の人にせき、低
血圧、カリウム濃度の
上昇、発疹、血管性浮
腫（顔、唇、気管に生
じるアレルギー性の腫
れで呼吸を阻害）、妊
娠中の女性の胎児に重
度の障害
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アンジオテンシンII受容体拮抗薬アンジオテンシンII受容体拮抗薬アンジオテンシンII受容体拮抗薬

 

1 カンデサルタン

2 エプロサルタン

3 イルベサルタン

4 ロサルタン

5 テルミサルタン

6 バルサルタン

めまい、カリウム濃度
の上昇、まれに血管性
浮腫、妊娠中の女性の
胎児に重度の障害
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降圧薬の併用療法
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Table 2 shows the average reductions in blood
pressure over 24 hours produced by half standard,
standard, and twice standard doses of the five
categories of drug. Within each dose category the
reductions were remarkably similar for different
categories of drugs; few statistically significant differ-
ences existed, and no category of drug was materially
more effective than another. Reductions with half
standard dose were about 20% less than those with
standard dose.

The individual drugs within each of the five catego-
ries produced similar reductions in blood pressure. No
more “statistically significant” differences occurred
than would be expected with so many comparisons.
Some drugs may be more effective than others, but any
differences are small, and in the absence of any prior
hypothesis we could not identify them. The cheaper
drugs within each category were as effective as the
more expensive ones.

Within each of the five categories the average
reductions in systolic and diastolic blood pressure
recorded showed statistically significant heterogeneity
across trials (greater variation than expected through
chance). On average, 78% of the variance between
trials in the reduction in systolic blood pressure and
69% of that in diastolic pressure were explained by the
combined effects of differences in dose (as a
proportion of standard), pretreatment blood pressure
(see below), whether blood pressure was peak or
trough, and differences between individual drugs
(standard doses of different drugs within a category
will not correspond exactly to equivalent pharmaco-
logical effects, and some drugs within a category may
genuinely be better than others). We could not quantify
differences between trials in proportions of partici-
pants who adhered to the protocol and in the extent to
which non-adherent patients were included in the
results or the effect of age.

Figure 2 shows that the drugs significantly lowered
blood pressure from all pretreatment levels, although
the reduction was greater (in absolute and propor-
tional terms) from a higher level. The relation was well
fitted by a straight line. If the pretreatment blood pres-
sure was 10 mm Hg higher, the reduction in blood
pressure with one drug at standard dose increased on
average by 1.0 (95% confidence interval 0.7 to 1.2) mm
Hg systolic and 1.1 (0.8 to 1.4) mm Hg diastolic. The
blood pressure reductions shown in table 2 apply to
the average pretreatment blood pressure in all the
trials of 154 mm Hg systolic and 97 mm Hg diastolic.
No effect of age was evident, but age varied little across
trials.

Combinations of drugs
Fifty trials (including 119 placebo controlled compari-
sons) compared drugs from two categories, separately
and together. Figure 3 shows the observed placebo
adjusted reductions in blood pressure with two drugs
taken together plotted against the expected reductions
from adding the reductions produced by each drug
alone. Overall the points lie close to the 45° line of
identity between observed and expected across a wide
range of blood pressure reductions. Table 3 shows that
the sum of the average reductions in blood pressure
with each drug used alone is close to the observed
effect of the two drugs used in combination, indicating
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Fig 1 Average reductions in systolic blood pressure (adjusted for
the change in the placebo group; with 95% confidence intervals)
according to category of drug and dose as a proportion of standard
(designated 1), from the results of 354 randomised trials, with the
best fitting line. ACE=angiotensin converting enzyme
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categories of drugs; few statistically significant differ-
ences existed, and no category of drug was materially
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combined effects of differences in dose (as a
proportion of standard), pretreatment blood pressure
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logical effects, and some drugs within a category may
genuinely be better than others). We could not quantify
differences between trials in proportions of partici-
pants who adhered to the protocol and in the extent to
which non-adherent patients were included in the
results or the effect of age.

Figure 2 shows that the drugs significantly lowered
blood pressure from all pretreatment levels, although
the reduction was greater (in absolute and propor-
tional terms) from a higher level. The relation was well
fitted by a straight line. If the pretreatment blood pres-
sure was 10 mm Hg higher, the reduction in blood
pressure with one drug at standard dose increased on
average by 1.0 (95% confidence interval 0.7 to 1.2) mm
Hg systolic and 1.1 (0.8 to 1.4) mm Hg diastolic. The
blood pressure reductions shown in table 2 apply to
the average pretreatment blood pressure in all the
trials of 154 mm Hg systolic and 97 mm Hg diastolic.
No effect of age was evident, but age varied little across
trials.

Combinations of drugs
Fifty trials (including 119 placebo controlled compari-
sons) compared drugs from two categories, separately
and together. Figure 3 shows the observed placebo
adjusted reductions in blood pressure with two drugs
taken together plotted against the expected reductions
from adding the reductions produced by each drug
alone. Overall the points lie close to the 45° line of
identity between observed and expected across a wide
range of blood pressure reductions. Table 3 shows that
the sum of the average reductions in blood pressure
with each drug used alone is close to the observed
effect of the two drugs used in combination, indicating
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Table 2 shows the average reductions in blood
pressure over 24 hours produced by half standard,
standard, and twice standard doses of the five
categories of drug. Within each dose category the
reductions were remarkably similar for different
categories of drugs; few statistically significant differ-
ences existed, and no category of drug was materially
more effective than another. Reductions with half
standard dose were about 20% less than those with
standard dose.

The individual drugs within each of the five catego-
ries produced similar reductions in blood pressure. No
more “statistically significant” differences occurred
than would be expected with so many comparisons.
Some drugs may be more effective than others, but any
differences are small, and in the absence of any prior
hypothesis we could not identify them. The cheaper
drugs within each category were as effective as the
more expensive ones.

Within each of the five categories the average
reductions in systolic and diastolic blood pressure
recorded showed statistically significant heterogeneity
across trials (greater variation than expected through
chance). On average, 78% of the variance between
trials in the reduction in systolic blood pressure and
69% of that in diastolic pressure were explained by the
combined effects of differences in dose (as a
proportion of standard), pretreatment blood pressure
(see below), whether blood pressure was peak or
trough, and differences between individual drugs
(standard doses of different drugs within a category
will not correspond exactly to equivalent pharmaco-
logical effects, and some drugs within a category may
genuinely be better than others). We could not quantify
differences between trials in proportions of partici-
pants who adhered to the protocol and in the extent to
which non-adherent patients were included in the
results or the effect of age.

Figure 2 shows that the drugs significantly lowered
blood pressure from all pretreatment levels, although
the reduction was greater (in absolute and propor-
tional terms) from a higher level. The relation was well
fitted by a straight line. If the pretreatment blood pres-
sure was 10 mm Hg higher, the reduction in blood
pressure with one drug at standard dose increased on
average by 1.0 (95% confidence interval 0.7 to 1.2) mm
Hg systolic and 1.1 (0.8 to 1.4) mm Hg diastolic. The
blood pressure reductions shown in table 2 apply to
the average pretreatment blood pressure in all the
trials of 154 mm Hg systolic and 97 mm Hg diastolic.
No effect of age was evident, but age varied little across
trials.

Combinations of drugs
Fifty trials (including 119 placebo controlled compari-
sons) compared drugs from two categories, separately
and together. Figure 3 shows the observed placebo
adjusted reductions in blood pressure with two drugs
taken together plotted against the expected reductions
from adding the reductions produced by each drug
alone. Overall the points lie close to the 45° line of
identity between observed and expected across a wide
range of blood pressure reductions. Table 3 shows that
the sum of the average reductions in blood pressure
with each drug used alone is close to the observed
effect of the two drugs used in combination, indicating
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Fig 1 Average reductions in systolic blood pressure (adjusted for
the change in the placebo group; with 95% confidence intervals)
according to category of drug and dose as a proportion of standard
(designated 1), from the results of 354 randomised trials, with the
best fitting line. ACE=angiotensin converting enzyme
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Table 2 shows the average reductions in blood
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Table 2 shows the average reductions in blood
pressure over 24 hours produced by half standard,
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categories of drug. Within each dose category the
reductions were remarkably similar for different
categories of drugs; few statistically significant differ-
ences existed, and no category of drug was materially
more effective than another. Reductions with half
standard dose were about 20% less than those with
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The individual drugs within each of the five catego-
ries produced similar reductions in blood pressure. No
more “statistically significant” differences occurred
than would be expected with so many comparisons.
Some drugs may be more effective than others, but any
differences are small, and in the absence of any prior
hypothesis we could not identify them. The cheaper
drugs within each category were as effective as the
more expensive ones.

Within each of the five categories the average
reductions in systolic and diastolic blood pressure
recorded showed statistically significant heterogeneity
across trials (greater variation than expected through
chance). On average, 78% of the variance between
trials in the reduction in systolic blood pressure and
69% of that in diastolic pressure were explained by the
combined effects of differences in dose (as a
proportion of standard), pretreatment blood pressure
(see below), whether blood pressure was peak or
trough, and differences between individual drugs
(standard doses of different drugs within a category
will not correspond exactly to equivalent pharmaco-
logical effects, and some drugs within a category may
genuinely be better than others). We could not quantify
differences between trials in proportions of partici-
pants who adhered to the protocol and in the extent to
which non-adherent patients were included in the
results or the effect of age.

Figure 2 shows that the drugs significantly lowered
blood pressure from all pretreatment levels, although
the reduction was greater (in absolute and propor-
tional terms) from a higher level. The relation was well
fitted by a straight line. If the pretreatment blood pres-
sure was 10 mm Hg higher, the reduction in blood
pressure with one drug at standard dose increased on
average by 1.0 (95% confidence interval 0.7 to 1.2) mm
Hg systolic and 1.1 (0.8 to 1.4) mm Hg diastolic. The
blood pressure reductions shown in table 2 apply to
the average pretreatment blood pressure in all the
trials of 154 mm Hg systolic and 97 mm Hg diastolic.
No effect of age was evident, but age varied little across
trials.

Combinations of drugs
Fifty trials (including 119 placebo controlled compari-
sons) compared drugs from two categories, separately
and together. Figure 3 shows the observed placebo
adjusted reductions in blood pressure with two drugs
taken together plotted against the expected reductions
from adding the reductions produced by each drug
alone. Overall the points lie close to the 45° line of
identity between observed and expected across a wide
range of blood pressure reductions. Table 3 shows that
the sum of the average reductions in blood pressure
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the change in the placebo group; with 95% confidence intervals)
according to category of drug and dose as a proportion of standard
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an additive effect. The 119 comparisons showed an
additive effect for six of the 10 possible combinations.
Only one trial (which was inconclusive) studied !
blockers with ACE inhibitors,w76 and no trial used
angiotensin II receptor antagonists with drugs other
than thiazides. The independent effects on blood pres-
sure are not surprising as the different categories of
drugs have different modes of action, apart from ACE
inhibitors and angiotensin II receptor antagonists (and
even these may have additive effects18). Although no
trial has studied the effect of three drugs in
combination, the additive effect of many combinations

of two drugs suggests that the effect of three drugs in
combination would also be additive.

Table 4 shows the expected reduction in blood
pressure with one, two, and three blood pressure
lowering drugs used at half standard dose. The reduc-
tions are adjusted from those in table 2 to a usual pre-
treatment blood pressure of 150/90 mm Hg, which
cohort studies show is about average in people who
have a stroke or IHD event.7 The reductions with two
and three drugs are based on the additive effect
(table 3) but adjusted for the lower pretreatment blood
pressure for each successive drug (fig 2). Three drugs
together would be expected to lower blood pressure by
about 20 mm Hg systolic and 11 mm Hg diastolic.

Table 2 Efficacy: average reductions* in blood pressure over 24 hours (treated minus placebo) according to category of drug and
dose

Category of drug†
Fall in blood pressure (mm Hg) (95% CI) Half standard v standard:

proportional difference (%)Half standard dose Standard dose Twice standard dose
Systolic blood pressure
Category:

Thiazides 7.4 (6.6 to 8.2) 8.8 (8.3 to 9.4) 10.3 (9.4 to 11.2) 16
! blockers 7.4 (6.6 to 8.3) 9.2 (8.6 to 9.9) 11.1 (10.2 to 12.0) 20
ACE inhibitors 6.9 (6.1 to 7.8) 8.5 (7.9 to 9.0) 10.0 (9.5 to 10.4) 19
Angiotensin II receptor antagonists 7.8 (7.1 to 8.6) 10.3 (9.9 to 10.8) 12.3 (11.7 to 12.8) 24
Calcium channel blockers 5.9 (5.2 to 6.6) 8.8 (8.3 to 9.2) 11.7 (11.0 to 12.3) 33

All categories: average 7.1 (6.8 to 7.5) 9.1 (8.8 to 9.3) 10.9 (10.7 to 11.2) 22
Diastolic blood pressure
Category:

Thiazides 3.7 (3.2 to 4.2) 4.4 (4.0 to 4.8) 5.0 (4.4 to 5.7) 16
! blockers 5.6 (5.0 to 6.2) 6.7 (6.2 to 7.1) 7.8 (7.1 to 8.4) 16
ACE inhibitors 3.7 (3.2 to 4.2) 4.7 (4.4 to 5.0) 5.7 (5.4 to 6.0) 21
Angiotensin II receptor antagonists 4.5 (4.2 to 4.8) 5.7 (5.4 to 6.0) 6.5 (6.2 to 6.8) 21
Calcium channel blockers 3.9 (3.5 to 4.4) 5.9 (5.6 to 6.2) 7.9 (7.5 to 8.3) 34

All categories: average 4.4 (4.2 to 4.6) 5.5 (5.4 to 5.7) 6.5 (6.3 to 6.7) 20

ACE=angiotensin converting enzyme.
*Estimates are average over 24 hours from combining separate peak and trough estimates.
†Examples of standard daily dose of one drug in each category: bendroflumethazide 2.5 mg, atenolol 50 mg, lisinopril 10 mg, valsartan 80 mg, amlodipine 5 mg.
See www.smd.qmul.ac.uk/wolfson/bpchol for standard doses of all drugs.

Systolic

De
cr

ea
se

 in
 b

lo
od

 p
re

ss
ur

e 
(tr

ea
te

d 
– 

pl
ac

eb
o)

 (m
m

 H
g)

120-129100-109 140-149 150-169 180-189

5

15

10

0

Diastolic

70-79 80-89 90-99 100-109 110-1190

10

5

60-69
Pretreatment blood pressure (mm Hg)

Fig 2 Average reduction in blood pressure (adjusted for the change
in the placebo group; with 95% confidence intervals) according to
the usual pretreatment blood pressure, from the results of 354
randomised trials, with the best fitting line

Observed fall in systolic blood pressure (mm Hg)

Line of identity

Ex
pe

ct
ed

 fa
ll 

in
 s

ys
to

lic
 b

lo
od

 p
re

ss
ur

e 
(m

m
 H

g)

-40 -30 -20 -10 0
-40

-20

-10

0

-30

Fig 3 Trials testing two blood pressure lowering drugs separately
and in combination: observed placebo adjusted reduction in systolic
blood pressure (treated minus placebo) with two drugs used in
combination plotted against the expected reduction in blood pressure
from adding the reductions produced by each drug alone. The area
of each symbol is inversely proportional to the variance in the trial it
represents. Adapted from Law et al7

Papers

page 4 of 8 BMJ VOLUME 326 28 JUNE 2003 bmj.com

BMJ. 2003 Jun 28;326(7404):1427.

2011年2月27日日曜日



Adverse effects

Single drugs
Figure 4 shows the difference in the proportions of
participants who experienced one or more symptoms
between treated and placebo groups according to dose.
The straight lines generally fit the data well, and a clear
dose-response relation can be seen for three categories
of drugs. Table 5, based on the straight lines in figure 4,
shows that thiazides and calcium channel blockers
caused symptoms infrequently (2.0% and 1.6%) at half
standard dose but commonly (9.9% and 8.3%) at
standard dose (P (for trend) < 0.001). ! blockers
caused symptoms in 5.5% of patients at half standard
dose and in 7.5% at standard dose (P=0.04). Cough
(3.9%) was virtually the only symptom with ACE
inhibitors and did not vary with dose, a finding consist-
ent with earlier studies.19 20 No excess of symptoms
occurred at standard dose or half standard dose of
angiotensin II receptor antagonists; in particular, no
excess of cough occurred.7

Trials of crossover design showed that symptoms
are reversible on stopping the drugs. The trials in this
analysis were short (a few weeks), but one trial showed
that the prevalence of symptoms caused by a thiazide
or a ! blocker (treated minus placebo) was in general
no greater after two years than after 12 weeks.21

Thiazides were the only drugs to affect sexual function,
a finding confirmed in a large long term trial.22

The prevalence of symptoms sufficiently severe to
stop treatment (treated minus placebo) was 0.8% (0.3%
to 1.4%) for ! blockers, 0.1% for thiazides and ACE
inhibitors, and zero for angiotensin II receptor antago-
nists (table 6). Sufficient trial data were available for
calcium channel blockers to allow examination of a
dose effect: no excess risk occurred at half standard
dose (table 6), but the risk was 1.4% (0.4% to 2.4%) at
standard dose and 4.5% (2.4 to 6.6%) at twice standard
dose.

The metabolic effects of thiazides were dose
dependent (table A on bmj.com). The increase in
serum cholesterol was 1% at half standard dose, 3% at
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Fig 4 —Proportions of people reporting one or more symptoms
attributable to treatment (treated minus placebo; with 95%
confidence interval) according to category of drug and dose as a
proportion of standard (designated 1). ACE=angiotensin converting
enzyme

Table 3 Efficacy: effects of two different drugs on blood pressure separately and in
combination (summary results from 119 randomised placebo controlled comparisons;
adapted from Law et al7)

Treatment

Average (SE) fall in blood pressure (mm Hg) (treated minus
placebo)

Systolic Diastolic
Observed
“First” drug alone 7.0 (0.4) 4.1 (0.3)
“Second “drug alone 8.1 (0.3) 4.6 (0.3)
Both drugs together 14.6 (0.5) 8.6 (0.4)
Expected
Sum of first and second drugs

alone
15.1 8.7

Difference between observed and
expected (95% CI)

!0.5 (!1.4 to 0.4) !0.1 (!1.0 to 0.8)

Table 4 Efficacy: blood pressure lowering effects of drugs when used at half standard
dose separately and in combination

Blood pressure reduction* (95% CI)
One drug Two drugs Three drugs

Systolic blood pressure (mm Hg) 6.7 (6.1 to 7.2) 13.3 (12.4 to 14.1) 19.9 (18.5 to 21.3)
Diastolic blood pressure (mm Hg) 3.7 (3.1 to 4.3) 7.3 (6.2 to 8.3) 10.7 (9.1 to 12.4)

*Reductions in blood pressure adjusted to a usual pretreatment blood pressure of 150/90 mm Hg, the
average blood pressure in people aged 50-69 years who have a stroke or ischaemic heart disease event.7
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combination (summary results from 119 randomised placebo controlled comparisons;
adapted from Law et al7)

Treatment

Average (SE) fall in blood pressure (mm Hg) (treated minus
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Observed
“First” drug alone 7.0 (0.4) 4.1 (0.3)
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Figure 4 shows the difference in the proportions of
participants who experienced one or more symptoms
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inhibitors and did not vary with dose, a finding consist-
ent with earlier studies.19 20 No excess of symptoms
occurred at standard dose or half standard dose of
angiotensin II receptor antagonists; in particular, no
excess of cough occurred.7

Trials of crossover design showed that symptoms
are reversible on stopping the drugs. The trials in this
analysis were short (a few weeks), but one trial showed
that the prevalence of symptoms caused by a thiazide
or a ! blocker (treated minus placebo) was in general
no greater after two years than after 12 weeks.21

Thiazides were the only drugs to affect sexual function,
a finding confirmed in a large long term trial.22
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nists (table 6). Sufficient trial data were available for
calcium channel blockers to allow examination of a
dose effect: no excess risk occurred at half standard
dose (table 6), but the risk was 1.4% (0.4% to 2.4%) at
standard dose and 4.5% (2.4 to 6.6%) at twice standard
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The metabolic effects of thiazides were dose
dependent (table A on bmj.com). The increase in
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enzyme

Table 3 Efficacy: effects of two different drugs on blood pressure separately and in
combination (summary results from 119 randomised placebo controlled comparisons;
adapted from Law et al7)

Treatment

Average (SE) fall in blood pressure (mm Hg) (treated minus
placebo)

Systolic Diastolic
Observed
“First” drug alone 7.0 (0.4) 4.1 (0.3)
“Second “drug alone 8.1 (0.3) 4.6 (0.3)
Both drugs together 14.6 (0.5) 8.6 (0.4)
Expected
Sum of first and second drugs

alone
15.1 8.7

Difference between observed and
expected (95% CI)

!0.5 (!1.4 to 0.4) !0.1 (!1.0 to 0.8)

Table 4 Efficacy: blood pressure lowering effects of drugs when used at half standard
dose separately and in combination

Blood pressure reduction* (95% CI)
One drug Two drugs Three drugs

Systolic blood pressure (mm Hg) 6.7 (6.1 to 7.2) 13.3 (12.4 to 14.1) 19.9 (18.5 to 21.3)
Diastolic blood pressure (mm Hg) 3.7 (3.1 to 4.3) 7.3 (6.2 to 8.3) 10.7 (9.1 to 12.4)

*Reductions in blood pressure adjusted to a usual pretreatment blood pressure of 150/90 mm Hg, the
average blood pressure in people aged 50-69 years who have a stroke or ischaemic heart disease event.7
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Adverse effects

Single drugs
Figure 4 shows the difference in the proportions of
participants who experienced one or more symptoms
between treated and placebo groups according to dose.
The straight lines generally fit the data well, and a clear
dose-response relation can be seen for three categories
of drugs. Table 5, based on the straight lines in figure 4,
shows that thiazides and calcium channel blockers
caused symptoms infrequently (2.0% and 1.6%) at half
standard dose but commonly (9.9% and 8.3%) at
standard dose (P (for trend) < 0.001). ! blockers
caused symptoms in 5.5% of patients at half standard
dose and in 7.5% at standard dose (P=0.04). Cough
(3.9%) was virtually the only symptom with ACE
inhibitors and did not vary with dose, a finding consist-
ent with earlier studies.19 20 No excess of symptoms
occurred at standard dose or half standard dose of
angiotensin II receptor antagonists; in particular, no
excess of cough occurred.7

Trials of crossover design showed that symptoms
are reversible on stopping the drugs. The trials in this
analysis were short (a few weeks), but one trial showed
that the prevalence of symptoms caused by a thiazide
or a ! blocker (treated minus placebo) was in general
no greater after two years than after 12 weeks.21

Thiazides were the only drugs to affect sexual function,
a finding confirmed in a large long term trial.22

The prevalence of symptoms sufficiently severe to
stop treatment (treated minus placebo) was 0.8% (0.3%
to 1.4%) for ! blockers, 0.1% for thiazides and ACE
inhibitors, and zero for angiotensin II receptor antago-
nists (table 6). Sufficient trial data were available for
calcium channel blockers to allow examination of a
dose effect: no excess risk occurred at half standard
dose (table 6), but the risk was 1.4% (0.4% to 2.4%) at
standard dose and 4.5% (2.4 to 6.6%) at twice standard
dose.

The metabolic effects of thiazides were dose
dependent (table A on bmj.com). The increase in
serum cholesterol was 1% at half standard dose, 3% at
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attributable to treatment (treated minus placebo; with 95%
confidence interval) according to category of drug and dose as a
proportion of standard (designated 1). ACE=angiotensin converting
enzyme

Table 3 Efficacy: effects of two different drugs on blood pressure separately and in
combination (summary results from 119 randomised placebo controlled comparisons;
adapted from Law et al7)

Treatment

Average (SE) fall in blood pressure (mm Hg) (treated minus
placebo)

Systolic Diastolic
Observed
“First” drug alone 7.0 (0.4) 4.1 (0.3)
“Second “drug alone 8.1 (0.3) 4.6 (0.3)
Both drugs together 14.6 (0.5) 8.6 (0.4)
Expected
Sum of first and second drugs

alone
15.1 8.7

Difference between observed and
expected (95% CI)

!0.5 (!1.4 to 0.4) !0.1 (!1.0 to 0.8)

Table 4 Efficacy: blood pressure lowering effects of drugs when used at half standard
dose separately and in combination

Blood pressure reduction* (95% CI)
One drug Two drugs Three drugs

Systolic blood pressure (mm Hg) 6.7 (6.1 to 7.2) 13.3 (12.4 to 14.1) 19.9 (18.5 to 21.3)
Diastolic blood pressure (mm Hg) 3.7 (3.1 to 4.3) 7.3 (6.2 to 8.3) 10.7 (9.1 to 12.4)

*Reductions in blood pressure adjusted to a usual pretreatment blood pressure of 150/90 mm Hg, the
average blood pressure in people aged 50-69 years who have a stroke or ischaemic heart disease event.7
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other pooled cohort study data and meta-analyses of
randomised trials).1–4 7 The estimates are based on
diastolic pressure, but those based on the average of
systolic and diastolic pressures (probably the best
measure to use1) are similar. Three drugs in
combination at half standard dose reduce the risk of
stroke by 63% and IHD events by 46%. Use of one of
the three drugs at standard dose (an ACE inhibitor or
angiotensin II receptor antagonist because adverse
effects were no higher at standard than half standard
dose) reduces blood pressure by a further 2.3 mm Hg
systolic and 1.0 mm Hg diastolic and reduces the risk
of stroke by 66% and IHD events by 49%.

All but two of our conclusions are based on direct
evidence. No trial directly studied the combined effect
of three drugs on blood pressure, but an additive effect
follows because an additive effect has been shown for
many combinations of two drugs. Randomised trials
have not tested the combined effect of two or three
drugs on the incidence of stroke and IHD events, but
the cohort studies show a continuous relation between
blood pressure and the risk of these diseases,1–3

confirmed by randomised trials of single drug
treatment from a wide range of pretreatment levels.4–7

Three drugs in low dose combination have a large
preventive effect, reducing the risk of stroke by two
thirds and IHD events by half, with a low prevalence of
adverse effects. Low dose combination treatment
should be used as a first option in lowering blood pres-
sure, and the indications for using blood pressure low-
ering drugs should be broadened.

Contributors: MRL and REJ abstracted the data, and JKM did
the statistical analysis. All four authors interpreted the results
and wrote the paper. MRL is the guarantor.
Funding: None.
Competing interests: NJW and MRL have filed a patent applica-
tion on the formula of a combined pill to simultaneously reduce
four cardiovascular risk factors.
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Table 7 Effects of blood pressure lowering drugs on reducing the incidence of stroke and ischaemic heart disease events when used
separately and in combination at half standard dose*

Disease
Percentage (95% CI) reduction in incidence

One drug Two drugs Three drugs
Stroke 29 (26 to 31) 49 (42 to 55) 63 (55 to 70)
Ischaemic heart disease events 19 (17 to 21) 34 (29 to 40) 46 (39 to 53)

*Calculated from reductions in blood pressure in table 4 and estimates of association between blood pressure and disease events at age 60-69 years from the
Prospective Studies Collaboration.1

What is already known on this topic
Blood pressure lowering drugs prevent stroke and
heart disease, but whether they are best used in
combination, and if so at what dose, is not known

What this study adds
The efficacies of five categories of drug are similar
at standard doses and only 20% lower at half
standard doses; adverse effects are much less
common at half standard dose than at standard
dose

The drugs are effective from all pretreatment
levels of blood pressure

Reductions in blood pressure with drugs in
combination are additive; adverse effects are less
than additive

Using three blood pressure lowering drugs in low
dose combination would reduce stroke by two
thirds and heart disease by half
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• 5つのカテゴリーの薬剤の効果は標準用量で同じ
ようであり、半量で20%下がるのみである；副作
用は標準用量より半量の方がずっと少ない．

• 薬剤は治療前のいかなる血圧レベルでも有効であ
る．

• 併用した薬剤による血圧低下は相加的である；副
作用は相加的より少ない。　

• ３種の降圧薬を低容量で併用することにより脳卒
中を２／３に心疾患を半分に減らす．
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method and the Riley-Day test for heterogeneity. A separate 
spreadsheet was produced for the 31 individual two-by-two 
comparisons, the logarithm of the individual odds ratios, 
and SE (calculated by the Mantel and Haenszel method), 
and used for the network meta-analysis.

We did the network meta-analysis using the one-line 
program published by Lumley,21 (programming language 
R, version 1.14, framework 2.21). Sensitivity analyses were 
undertaken by the same methods, after omission of data 
from specifi c trials (eg, studies in patients without 
hypertension), addition of data from unpublished or other 
trials, attribution of the results of one fi rst-line agent to 
another agent used in the same randomised group of a 
trial, or use of data analysed after study closure.

Role of the funding source
PMM was supported in part by National Institutes of 
Health grant K25 HL68139-01A1. The funding source had 
no role in study design, data collection, data analysis, data 
interpretation, or writing of the report. Both authors had 
full access to all the data in the study and had joint 
responsibility for the decision to submit for publication.

Results
Table 1 shows a summary of the trials included in the base-
case network meta-analysis. Figure 2 shows the network of 
clinical trials according to the comparison of specifi c 
classes of initial antihypertensive drugs, as well as point 
estimates for the results of traditional meta-analyses. In 
this fi gure the arrows point towards the class of drug with 
the higher risk of incident diabetes according to the 
summary odds ratio for a traditional meta-analysis of 
studies comparing the two drugs directly. Some estimate 
of the overall propensity for each drug class to be associated 
with incident diabetes is shown by the number of arrows 
pointing away from the drug class.  

Figure 3 shows the results of the network meta-analysis, 
with the diuretic as the standard of comparison, as 
recommended.45,46 Despite use of information from many 
disparate studies across several decades in di! erent 
countries, the model has a low degree of incoherence 
("=0·000017). The low value suggests that the overall 
model is internally consistent, and could provide useful 
estimates of the e! ects of individual agents.21 Although 
standards for incoherence in network meta-analyses have 
not yet been established (because the technique is new), 
this degree of incoherence is lower than those seen in a 
network meta-analyses of 42 clinical trials of various types 
of antihypertensive drugs in preventing cardio vascular 
events (which ranged between 0·00022 and 0·0058).47 
According to these data, an initial ARB, ACE inhibitor, 
CCB, or placebo is each associated with signifi cantly fewer 
new cases of diabetes than an initial diuretic. Since the 
network meta-analysis technique does not prespecify the 
standard, but only compares and calculates the inter-
relations across all agents, the referent agent can be 
changed to placebo. When this was done, the rank ordering 

of the agents according to their propensity to be associated 
with onset of diabetes remained the same. However, the 
odds ratios for the agents di! ered from when a diuretic 
was used as the referent agent: only the initial diuretic 
(odds ratio 1·30, 95% CI 1·07–1·58, p=0·009) and the 
initial ARB (0·75, 0·61–0·91, 0·003) retain signifi cance. 
The individual odds ratios for an ACE inhibitor (0·87, 
0·75–1·01, 0·064), CCB (0·97, 0·82–1·15, 0·72), and 
# blocker (1·17, 0·98–1·40, 0·08) were all non-signifi cant, 
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降圧の目標
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血圧を下げるのにどのクラ
スの薬剤を使うべきか
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The Lancet 2001; 358:1305-1315
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血圧はどこまで下げたらよ
いのか？
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Usual versus tight control of systolic 
blood pressure in non-diabetic patients 

with hypertension (Cardio-Sis): an 
open-label randomised trial

Lancet 2009; 374: 525–33
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• 目的
• 高血圧の非糖尿病患者において，収縮期血圧（SBP）の厳格なコントロー
ル（＜130mmHg）が通常のコントロール（＜140mmHg）に比べ有効であ
るかを検討する。

• 一次エンドポイントは2年後のECG上の左室肥大。
• 結果

• ［一次エンドポイント：2年後の左室肥大］厳格コントロール群55/484例
（11.4%）vs 通常コントロール群82/483例（17.0%）:オッズ比0.63；0.43～
0.91，p＝0.013）。

• ［二次エンドポイント：全死亡，致死性・非致死性心筋梗塞，致死性・
非致死性脳卒中，一過性脳虚血発作，入院を要するNYHA心機能分類III～
IV度のうっ血性心不全，心筋虚血の他覚的な証拠を伴う狭心症，新規の心
房細動，冠血行再建術，大動脈解離，閉塞性末梢動脈疾患，透析を要す
る腎不全の複合］27例（4.8%）vs 52例（9.4%）：ハザード比0.50；0.31～
0.79（p＝0.003）。

• ★考察★
• 1つ以上のリスク因子を有する高血圧の非糖尿病患者における降圧は，現
在推奨されている目標血圧よりも下げることを支持する結果であった。

Lancet 2009; 374: 525–33
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Treatment blood pressure 
targets for hypertension

www.cochrane.org/reviews/en/ab004349.html
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• Aiming for blood pressure targets lower than 140/90 mmHg is not 
beneficial

• High blood pressure (BP) is linked to an increased risk of heart attack 
and stroke. High BP has been defined as any number larger than 140 to 
160 /90 to 100 mmHg and as a result this range of BPs has become the 
standard blood pressure target for physicians and patients. Over the last 
five years a trend toward lower targets has been recommended by 
hypertension experts who set treatment guidelines. This trend is based 
on the assumption that the use of drugs to bring the BP lower 
than140/90 mmHg will reduce heart attack and stroke similar to that 
seen in some population studies. However, this approach is not proven.

• This review was performed to find and assess all trials designed to 
answer whether lower blood pressure targets are better than standard 
blood pressure targets. Data from 7 trials in over 22,000 people were 
analysed. Using more drugs in the lower target groups did achieve 
modestly lower blood pressures. However, this strategy did not prolong 
survival or reduce stroke, heart attack, heart failure or kidney failure. 
More trials are needed, but at present there is no evidence to support 
aiming for a blood pressure target lower than 140/90 mmHg in any 
hypertensive patient. www.cochrane.org/reviews/en/ab004349.html
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• エビデンスは以上の通り
• しかし
• The lower the better

• 降圧目標は１４０／９０
• しかし、若年者、中年者では１２０／８０の指摘
血圧を目指した方が良い．
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高齢者の治療はどうするの
か？
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T h e  n e w  e ng l a nd  j o u r na l  o f  m e dic i n e

1892

ern Europe (2144), China (1526), Australasia (19), 
and Tunisia (70). The two study groups were well 
balanced at baseline (Table 1). The age range at 
entry was 80 to 105 years, with 73.0% of patients 
80 to 84 years of age, 22.4% of patients 85 to 89 
years of age, and 4.6% of patients 90 years of age 
or older (interquartile range, 81.2 to 85.3). More 
than 90% of patients were known to be hyper-
tensive, of whom approximately one third had 
not been previously treated. A history of cardio-
vascular disease was reported in 11.8%, and dia-
betes was reported in 6.9%.

The median duration of follow up was 1.8 years 
(mean, 2.1; range, 0 to 6.5). The number of pa-
tient-years of follow-up was 3964 in the placebo 

group and 4159 in the active-treatment group. At 
the end of the trial, vital status was unknown in 
17 patients, 1882 patients were still undergoing 
double-blind follow-up, and 220 patients were un-
dergoing open follow-up.

According to the intention-to-treat analysis, at 
2 years, as compared with baseline, the systolic 
and diastolic blood pressure values obtained while 
the patient was seated had fallen by a mean (±SD) 
of 14.5±18.5 mm Hg and 6.8±10.5 mm Hg, re-
spectively, in the placebo group and by 29.5±15.4 
mm Hg and 12.9±9.5 mm Hg, respectively, in the 
active-treatment group. At 2 years, the mean sys-
tolic and diastolic blood pressure values obtained 
while the patient was standing had decreased by 

Table!1.!Baseline!Characteristics!of!the!Patients.*

Characteristic Active!Treatment!(N!=!1933) Placebo!(N!=!1912)

Age — yr 83.6±3.2 83.5±3.1

Female sex — no. (%) 1174 (60.7) 1152 (60.3)

Blood pressure — mm Hg

While sitting 173.0±8.4/90.8±8.5 173.0±8.6/90.8±8.5

While standing 168.0±11.0/88.7±9.3 167.9±11.1/88.6±9.3

Orthostatic hypotension — no. (%)† 152 (7.9) 169 (8.8)

Isolated systolic hypertension — no. (%) 625 (32.3) 623 (32.6)

Heart rate — beats/min 74.5±9.1 74.5±9.3

Cardiovascular!history

Cardiovascular disease — no. (%) 223 (11.5) 229 (12.0)

Hypertension — no. (%) 1737 (89.9) 1718 (89.9)

Antihypertensive treatment — no. (%) 1241 (64.2) 1245 (65.1)

Stroke — no. (%) 130 (6.7) 131 (6.9)

Myocardial infarction — no. (%) 59 (3.1) 62 (3.2)

Heart failure — no. (%) 56 (2.9) 55 (2.9)

Cardiovascular!risk!factors

Current smoker — no. (%) 123 (6.4) 127 (6.6)

Diabetes — no. (%)‡ 132 (6.8) 131 (6.9)

Total cholesterol — mmol/liter 5.3±1.1 5.3±1.1

High-density lipoprotein cholesterol — mmol/liter 1.35±0.38 1.35±0.37

Serum creatinine — µmol/liter 88.6±20.5 89.2±20.5

Uric acid — µmol/liter 280.4±79.3 279.0±81.3

Body-mass index§ 24.7±3.8 24.7±3.5

* Plus–minus values are means ±SD. To convert values for cholesterol to milligrams per deciliter, divide by 0.02586; to con-
vert values for uric acid to milligrams per deciliter, divide by 59.48; and to convert values for serum creatinine to milli-
grams per deciliter, divide by 88.4.

† Orthostatic hypotension is defined as a drop in systolic blood pressure of more than 20 mm Hg or a reduction in dia-
stolic blood pressure of more than 10 mm Hg while standing.

‡ Diabetes is defined as reported diabetes, the receipt of antidiabetes treatment, or a random blood glucose measurement 
of more than 11.1 mmol per liter (200 mg per deciliter).

§ The body-mass index is the weight in kilograms divided by the square of the height in meters.
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13.6±18.9 mm Hg and 7.0±10.9 mm Hg, respec-
tively, in the placebo group and by 28.3±16.5 
mm Hg and 12.4±10.3 mm Hg, respectively, in 
the active-treatment group. There was a differ-
ence of 15.0/6.1 mm Hg in blood pressure, mea-
sured while patients were seated, between the 
two groups at 2 years (Fig. 2). Also at 2 years, 
the target blood pressure was reached in 19.9% 
of patients in the placebo group and in 48.0% in 
the active-treatment group (P<0.001).

At 2 years, 25.8%, 23.9%, and 49.5% of patients 
in the active-treatment group were receiving inda-
pamide alone, indapamide and perindopril (2 mg), 
and indapamide and perindopril (4 mg), respec-
tively; 14.2%, 13.4%, and 71.8% of patients in the 
placebo group, respectively, were receiving the 
corresponding placebos. The final main intention-
to-treat analysis included an extra 724 patient-
years of follow-up, with an additional 13 strokes 
and 54 deaths. This final analysis confirmed the 
treatment benefit for the risk of death from any 
cause and yielded a nearly significant benefit for 
the risk of fatal or nonfatal stroke.

With regard to the primary end point (fatal or 
nonfatal stroke), 51 events occurred in the active-
treatment group as compared with 69 events in 
the placebo group, a reduction in the rate of stroke 
of 30% (95% CI, !1 to 51; P = 0.06) (Table 2 and 
Fig. 3). This is equivalent to 11 strokes (95% CI, 

0 to 21) being prevented because 1000 patients 
were treated for 2 years or 1 stroke being prevented 
because 94 patients were treated for 2 years. There 
were a total of 431 deaths during the trial, with 
an overall rate of death of 53.1 per 1000 patient-
years. There was a 21% reduction (95% CI, 4 to 35; 
P = 0.02) in the rate of death from any cause in 
the active group. The rate of fatal stroke was re-
duced by 39% (95% CI, 1 to 62; P = 0.05). The rate 
of death from cardiac causes was not significantly 
reduced in the active-treatment group. The rate 
of death from cardiovascular causes was reduced 
by 23% (95% CI, !1 to 40; P = 0.06). The rate of 
fatal or nonfatal heart failure was reduced by 64% 
(95% CI, 42 to 78; P<0.001), and the rate of any 
cardiovascular event (death from cardiovascular 
causes or stroke, myocardial infarction, or heart 
failure) was reduced by 34% (95% CI, 18 to 47; 
P<0.001).

The benefits of treatment began to be appar-
ent within the first year (Fig. 3). When adjusted 
according to sex, age, baseline systolic blood 
pressure while seated, and previous cardiovascu-
lar disease, the results did not materially change 
for the end points of fatal or nonfatal stroke, 
death from any cause, or death from cardiovas-
cular causes.

According to per-protocol analyses, in the ac-
tive-treatment group as compared with the pla-
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cebo group, the rate of stroke was reduced by 34% 
(95% CI, 5 to 54; P = 0.03), the rate of any heart 
failure by 72% (95% CI, 52 to 83; P<0.001), and the 
rate of death from cardiovascular causes by 27% 
(95% CI, 3 to 45; P = 0.03). In addition, the rate of 
death from any cause was decreased by 28% (95% 
CI, 12 to 41; P = 0.001) and the rate of death from 
stroke by 45% (95% CI, 7 to 67; P = 0.02).

Among the patients followed for at least 2 years, 
there were no significant differences between the 
two groups with regard to changes from baseline 
in the serum potassium level (!0.02 mmol and 
0.03 mmol per liter in the active-treatment group 
and in the placebo group, respectively; P = 0.09), 
uric acid (11.6 µmol and 3.5 µmol per liter [0.2 
and 0.1 mg per deciliter], P = 0.07), glucose (0.16 
mmol and 0.11 mmol per liter [2.9 and 2.0 mg 
per deciliter], P = 0.56), or creatinine (3.4 µmol and 
2.3 µmol per liter [0.04 and 0.03 mg per deciliter], 
P = 0.30). The number of serious adverse events 
reported was 448 in the placebo group and 358 in 
the active-treatment group (P = 0.001). Only five of 
these events (three in the placebo group and two 
in the active-treatment group) were classified by 
the local investigator as possibly having been due 
to the trial medication.

Discussion

The results of HYVET indicate that antihyperten-
sive treatment based on indapamide (sustained 
release, 1.5 mg), with or without 2 to 4 mg of per-
indopril, significantly reduces the risks of death 
from stroke and death from any cause in very 
elderly patients. This finding for stroke is consis-
tent with that seen in the HYVET pilot study18 
and the Individual Data Analysis of Antihyper-
tensive Drug Intervention Trials (INDANA) group 
meta-analysis.17 The reduction in death from any 
cause is a new and unexpected result.

As compared with clinical trials involving 
other age groups,11,14-16 the ratio of fatal to non-
fatal events was higher in HYVET. Although the 
number of strokes reported in HYVET (120) was 
similar to that reported in the Systolic Hyperten-
sion in Europe (Syst-Eur)16 trial (128 strokes) and 
higher than the number reported in the Swedish 
Trial in Older Patients with Hypertension (STOP–
Hypertension, 82 strokes),14 in HYVET the pro-
portion of fatal strokes (57.5%) was higher than 
that in Syst-Eur (28.9%) or STOP (18.3%). This 
difference probably reflects the older age of the 
patients in HYVET and the higher rates of stroke 

Table!2.!Main!Fatal!and!Nonfatal!End!Points!in!the!Intention-to-Treat!Population.

End!Point
Rate!per!1000!Patient-Yr!!

(No.!of!Events)
Unadjusted!Hazard!Ratio!

(95%!CI) P!Value

Active Placebo

no. (%)

Stroke

Fatal or nonfatal 12.4 (51) 17.7 (69) 0.70 (0.49–1.01) 0.06

Death from stroke 6.5 (27) 10.7 (42) 0.61 (0.38–0.99) 0.046

Death

From any cause 47.2 (196) 59.6 (235) 0.79 (0.65–0.95) 0.02

From noncardiovascular or un-
known causes

23.4 (97) 28.9 (114) 0.81 (0.62–1.06) 0.12

From cardiovascular cause 23.9 (99) 30.7 (121) 0.77 (0.60–1.01) 0.06

From cardiac cause* 6.0 (25) 8.4 (33) 0.71 (0.42–1.19) 0.19

From heart failure 1.5 (6) 3.0 (12) 0.48 (0.18–1.28) 0.14

Fatal or nonfatal

Any myocardial infarction 2.2 (9) 3.1 (12) 0.72 (0.30–1.70) 0.45

Any heart failure 5.3 (22) 14.8 (57) 0.36 (0.22–0.58) <0.001

Any cardiovascular event† 33.7 (138) 50.6 (193) 0.66 (0.53–0.82) <0.001

* Death from cardiac causes was defined as fatal myocardial infarction, fatal heart failure, and sudden death.
† Any cardiovascular event was defined as death from cardiovascular causes or stroke, myocardial infarction, or heart failure.
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Figure!3.!Kaplan–Meier!Estimates!of!the!Rate!of!End!Points,!According!to!Study!Group.

For the active-treatment group as compared with the placebo group, the unadjusted hazard ratios (95% CIs) were as follows: for fatal or 
nonfatal stroke, 0.70 (0.49 to 1.01) (Panel A); for death from any cause, 0.79 (0.65 to 0.95) (Panel B); for death from cardiovascular causes, 
0.77 (0.60 to 1.01) (Panel C); for death from stroke, 0.61 (0.38 to 0.99) (Panel D); and for heart failure, 0.36 (0.22 to 0.58) (Panel E).
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For the active-treatment group as compared with the placebo group, the unadjusted hazard ratios (95% CIs) were as follows: for fatal or 
nonfatal stroke, 0.70 (0.49 to 1.01) (Panel A); for death from any cause, 0.79 (0.65 to 0.95) (Panel B); for death from cardiovascular causes, 
0.77 (0.60 to 1.01) (Panel C); for death from stroke, 0.61 (0.38 to 0.99) (Panel D); and for heart failure, 0.36 (0.22 to 0.58) (Panel E).
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Principal results of the Japanese trial to 
assess optimal systolic blood pressure 

in elderly hypertensive patients 
(JATOS).

Hypertens Res. 2008; 31: 2115-27
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• 日本人の高齢高血圧患者において，長時間作用型ジヒドロピリジ
ン系Ca拮抗薬efonidipineを第一選択薬とした厳格降圧（収縮期血圧
［SBP］：＜140mmHg未満）と緩和な降圧（SBP：140mmHg～＜
160mmHg）の合併症抑制効果を比較する。

• 一次エンドポイントは心血管疾患*，腎疾患。
• * 脳血管疾患（脳出血，脳梗塞，一過性脳虚血発作［TIA］，くも
膜下出血），心臓および血管疾患（心筋梗塞，入院を要する狭心
症，心不全，突然死，大動脈瘤解離，閉塞性血管疾患），腎機能
不全（急性・慢性腎機能不全，クレアチニン値の1.5mg/dL以上まで
の倍増）。

• 4418例。65～85歳の外来患者；収縮期血圧が持続して160mmHg以
上の本態性高血圧；未治療例あるいは同薬剤を4週間以上服用して
いるもの。
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• ［一次エンドポイント］
• 両群とも86例で両群間に差はなかった。
• うち脳血管疾患は厳格降圧群52例 vs 緩和な降圧群49例：脳梗塞

36例 vs 30例；脳出血7例 vs 8例；くも膜下出血1例 vs 4例；TIA 8

例 vs 7例，心臓および血管疾患は26例 vs 28例：狭心症9例 vs 10

例；心筋梗塞6例 vs 6例，CHF 8例 vs 7例，閉塞性血管疾患2例 vs 

1例；腹部大動脈破裂0例 vs 2例；大動脈瘤拡張0例 vs 1例；突然
死1例 vs 1例，腎機能不全8例 vs 9例。

• ［二次エンドポイント］
• 全死亡：厳格降圧群54例，緩和な降圧群42例（p＝0.22）。
• 胃腸の症候・症状，異常検査所見などの有害イベントはそれぞ
れ550例，548例（p＝0.99）。
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• 血圧とは、血液が血管の壁に及ぼす圧力のこと
• 血圧が測定できるようになり、血圧の意味が分
かってようやく100年である．

• 本態性高血圧とは連続性を保つ分布曲線の中の上
限を現すにすぎず、正常と異常とは二つの独立し
た集団ではない．

• 血圧は食塩文化と深く関わっている．
• 肥満、ストレスも関係している。
• 高血圧により血管合併症が起こってくる（特に
脳、心、腎）
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• 高血圧の診断に家庭血圧は重要である．
• 家庭血圧で135/85以上は確実な高血圧
• 治療の目的は心血管疾患の予防、機能障害、死亡
の抑制

• 治せる高血圧（二次性高血圧）の除外が大切
• 生活習慣の改善でかなり降圧できる．
• 薬物治療は効果、副作用の面から少量併用療法が
良い．

• 降圧薬はどれを選んでも良い．
• どのレベルまで下げたらよいのか、何歳まで降圧
治療が有効かははっきりとはわからない．
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ご清聴有り難うございました．
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